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「平成２９年度 第２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２９年１１月２１日（火） １５時３０分～１７時００分 

 

場 所 甲府市役所本庁舎４階 本部長会議室 

 

出 席 委 員 巽賢司委員長、中村猛志副委員長、村松晴己委員、木之瀬久司委員、 

       橋本文子委員、今井裕久委員、小玉実委員、田中由美委員、 

       須田猛委員、菱川哲行委員 

 

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、藤本商工課主事 

 

オブザーバー 山本シティプロモーション課長、奈良田企画課長、依田地域振興課長、 

       伏見人権男女参画課長、齊藤人権男女参画課課長補佐、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、伊藤雇用創生課長、里吉観光課長、小林農林振興室長、 

保坂農政課長、松田学校教育課長、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 

     「甲府市商工業振興指針・事業把握シート」に基づき事務局から説明 

  

  

○委員からの意見等 

 

（委員長）委員がタイのジュエリーフェアに参加し、感じたことは。 

 

（委員）やまなし産業支援機構と９月に参加し、実際のところバンコクは素材が中

心で買い付けに行く国であるため、業界の中でも心配していた。山梨の地場産業で

あるジュエリーを製品として海外に伝えていきたい。香港はもちろんだが次の展開

としてバンコクを注目していただいた会員の２５社、ジェトロ山梨の所長をはじめ、

知人の方に協力していただいたお陰で、次につながる良さが、確実につかめてきた。

インドの方にも一緒に出席していただいてコミュニケーションも取れ業界の発展
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の為に非常に良かった。 

 

（委員）付け加えであるが、私も参加し、参加した皆さんの入念な下準備のおかげ

で、当日から非常に良い流れであった。Ｋｏｏ－ｆｕブランドを事前に伊勢丹でフ

ェアの前から展示し、非常に好評でタイのお客様から評価を得た。展示会にも展示

しＫｏｏ－ｆｕを購入したい方もおり、かなり富裕層の方もいた。非常にＫｏｏ－

ｆｕが面白いと好評をいただいた。 

 

（委員）タイのジュエリーフェアに同行し感じたことは、タイが生産国のためタイ

の企業にブランドがあり、中間材であるリングの枠を作ったりと色々な企業の裾野

が広いと感じた。山梨とタイの企業の商品を結ぶため一緒に行うブランドを立ち上

げて、タイは海外に輸出する事に相当慣れているので一緒に第三国へ輸出したら良

いと思う。タイから中国に出すことに関税がかからないということもある。この先、

いくつか提携する余地があると思う。山梨の生産の主である職人の方々が行ってい

るところも、もっとＰＲしていけたらいいと思う。国内外における商談機会、ジェ

トロ山梨と連携した販路拡大の促進について、海外に進出するためのセミナーが通

常、年に２回だが、ジェトロ山梨振興協議会に甲府市が加入したことから今年度５

回に拡大できた。今後も海外に展示する機会は、ジュエリーのみならず、甲府には

ワインもあることもあり、食品は加工食品等も少しずつ事業を広げているのでご協

力できればと思う。 

 

（委員）当初、タイは原石を扱っているということで、そこへ売りに行って何にな

るんだという話もあったが、実際行ってみて、かなり反響があったと聞いてる。１

度訪問するだけの単発では終われないと思うので、できれば継続して山梨の宣伝を

していくことが大切だと思う。 

 

（委員長）年に１回の取組だけではなく、継続して行っていくことが販路の拡大と

いう意味では大切である。是非こういった取組を数回行っていただきたくお願いし

たい。 

 

（委員）今年の初めての試みとして甲府市で栽培している甲州種のぶどうでワイン

を作ってスパークリングを仕上げるという計画がありそれを実施した。９月に市内

の５箇所の出荷組合から納品された葡萄を発酵させて、今は発酵させたワインを静

かに寝かせている。初め少し野性酵母を持ってきてそれで発酵させることに冒険的

な面もあったが非常に良質な酵母であり、ワインが非常に良い仕上がりとなった。

そこから泡が出て作っていくわけだが、その後の商品化でそこから非常にいいワイ

ンができるのではないかと思う。また市内の色々な所から葡萄が集まってきたこと

も、一つの良さだと思う。 

 

（副委員長）施策１－３創業の促進について、創業者、起業される新規事業に関わ

る方に対する、インキュベーションルームが甲府市にはない。山梨県も少なく工業

技術センターにはあるが満杯である。甲府市はインキュベーションルームがないの
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で、例えば甲府総合市民会館などに設けることはいかがか。起業される方、女性を

支援する意味合いでいかがか。 

 

（事務局）インキュベーションルームを、市町村のレベルで設けているところは非

常に少ないと思う。県は工業技術センターの中に設けているため、現在、工業系が

多い。甲府市ではインキュベーションルームのイメージを持っていないが、市や全

国の利用状況を調べていきたい。このようなご提案をいただくことによって甲府市

が事業として考えていくことができる。それが全て事業としていくかどうかは分か

らないが、インキュベーションルームを設けるにあたっては、維持管理費、人員の

配置が必要となり予算的な問題も出てくる。ご意見をいただく事によって調査、研

究の対象となる。現在、当面の予定はないがご意見としていただく。 

インキュベーションルームについて補足説明だが、甲府市ではオリオンスクエア

内にあるジュエリークラフト系の創業のための店であるクラフトラボの運営を、平

成２８年４月から行っている。工業系ではないが創業を目的に空き店舗を活用して

ショップを設けている。利用者のうち現在３名が、中心街にジュエリー系の店舗を

出すことになっている。山梨中央銀行や女性３名の出店ため山梨県信用保証協会の

メイプルなどの女性向けの融資メニューの支援など甲府市創業支援ネットワーク

を活用し事業計画等の準備も進めている。インキュベーションのイメージと異なる

かもしれないが、このような取組も展開しているのでご理解いただきたい。 

 

（委員）施策１－１－５子育て応援優良事業者表彰について、１１月１日に子育て

支援の表彰をいただいたので市の皆様と委員の皆様に情報を共有させていただく。

市長が来社し、子育て世代の女性社員が２名程参加したが、非常に良いディスカッ

ションができた。良い機会となった。 

 

（委員）施策１－３－１創業の促進の下半期の実施予定事業について、私どもは地

方公共団体と連携した取組として全市町村の創業事業計画に積極的に参画させて

いただいている。１２月６日に甲府市と山梨中央銀行の後援をいただきながら、税

理士会や社会保険労務士、商工会議所と共催で甲府市役所にて創業セミナーを予定

しているが、資料への記載についてはいかがか。 

 

（事務局）本資料は、市で実施するものを記載した。本事業の実施主体が日本政策

金融公庫であり、今回は甲府市役所を使うということでＰＲをさせていただきたい

と思う。資料は市の主催事業が記載されているということでご理解いただきたい。 

 

（副委員長）施策１－１－４のＭｉｒａｉプロジェクトについての説明会から未来

研究社の入社式迄だが、確か国からの補助金が４～５千万出ていたと思うが、これ

は単年で終わってしまっているのか。これだけの予算がついているのであれば継続

して行っていくのかいかがか。 

 

（市担当課長）Ｍｉｒａｉプロジェクトに関係する継続性のご質問については、甲

府フューチャーサーチ普及促進事業の中で行っている取組となる。平成２８年３月
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に甲府市の人口減少対策を進めていく上で、甲府市の人口減少の動向、見通し等を

取りまとめたものが人口ビジョンとなる。人口ビジョンを作成していく中で、甲府

市の人口減少の動向で大きく着目する点が若者の県外、特に東京圏への流出がクロ

ーズアップされた。この点について補強・保管していく取組を行っていくことを産

官学金労言の皆様で構成する人口減少対策の戦略会議で提案され、平成２８年度か

ら進めている。具体的な内容としては、大学生が甲府市内の企業をなかなか知らな

いが、特に中小企業については情報の発信力が弱いため、学生達が接する機会が少

ない。優良な企業を学生にも認識してもらい就職につなげていく取組となっている。

インターンシップとういう単位を取得するために参加している職場体験があるが、

中小企業が持っている課題を企業側が学生に提案し、学生と一緒に解決していく中

で、企業側が優秀な人材を見つけ、学生は自己実現が図れる企業を探す中で、マッ

チング機会が図れる場として設けている。昨年度は半年の期間で１０社、４１名の

学生が参加し課題プロジェクトに取り組み事業展開を図った。今年は２４社、１０

０名を超える学生が参加している。また、昨年行った事業の中から幾つか課題が見

出された。本プロジェクトの中に、山梨企業研究という取組があるが、就職につな

げる取組のため大学３・４年生が中心となるが、できるだけ早い段階から意識付け

をするために、１・２年生が企業を訪問し、いろいろと研究を行っていく。東京東

部の多摩方面をクローズアップし、より多くの学生にＵターン、Ｉターン、Ｊター

ンをより積極的にアプローチしていくようこれから取り組む予定である。継続性に

ついてはこの事業を国の地方創生の交付金を活用した事業とし、継続的に４年目以

降、交付金がない中でも展開できるよう、その仕組みを検討し持続しながら取組を

行っていく。対象大学は、中心となっているのが、ＣＯＣプラスの県内の 

１１大学プラス１だが、中心に行っているのは市内４大学の山梨大学、山梨県立大

学、山梨学院大学、英和大学である。 

 

（副委員長）小学校の教育の問題で市内の中学校で職場体験学習等素晴らしい事業

を行っているが、小学校から大学までに企業の情報を発信していく取組や事業者へ

施策の発信を甲府市から更に強化していったり、人手不足で少子化の拍車がかかっ

ている状況であるため、小学生から発信していくようなことを取り組んでいくのは

いかがか。千代田小学校が児童数１６名で、中道南小学校は８１名と児童数が減っ

ていることは目に見えている。一番児童数が多いのが山城小学校で１，０２１名、

こちらの方面の人口がリニアの関係もあり増えていると思う。地域の実情に応じて

現状の把握をグラフ化、量・質的の変化から見た問題点等をグラフに示すと課題が

見えてくるのではないか。地場産業も大切だが、子ども達に対して今後、振興条例

をどうするかが中小企業に対しての人材育成につながっていく。このようなことを

１０年、２０年かかるのか、それとも５年、１０年かけるのか分からないが、中期

ビジョンを作成して方針を決めていくべきだと思う。 

 

（事務局）地域の実情を知っていただくことは、非常に大切なことである。 

 

（副委員長）恐らく皆さんの中には千代田小学校１６名ということを知らない方も

いると思う。こうした情報も十分に理解する中で、中小企業振興条例の深い部分に
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ついて議論していくべきである。 

 

（事務局）甲府市商工業振興指針の前段に甲府市の様々なデータを掲載している。

千代田小学校は児童が昨年の２１名から１６名に減り教育委員会も方策をたてて

いるが、皆様にも現状を知っていただけるようにしたい。商工課では産業支援サイ

トの構築について進めており、サイトは大人だけが見るＢｔｏＢだけではなく、子

ども達にも理解してもらえるようなものを作っていきたいと考えている。教育委員

会では中学校２年生を対象に職場体験を行っているが、できるだけ多様な職種を見

ていただきたく本年度から甲府市工業協会、山梨青年工業会にもお願いする中、中

小企業等にて体験している状況である。今後も教育委員会と、どのようなことがで

きるか連携して進めていきたい。 

 

（副委員長）現在８，４００名弱の小中学生しかいないがその児童・生徒が甲府市

を背負って立つには子ども達に企業、教育機関も目を向けていかなければ甲府は成

り立っていかない。２００４年に宮島市長が方針を定めたときに統合を決めたはず

だが、統合統廃合の中で現在があるが、更に状況は進んでいると思うのでまた仕組

みを作って行くと良いのではないか。 

 

（委員）副委員長の意見で思ったことだが、人口が減っていく中、県外から甲府市

に企業が移転すると優遇措置を受けることができるとか、市内、県外の方にＰＲす

るだけではなく、甲府市に来ればこんなに良いことがあると、近くの八王子市や立

川市等から呼び込むような施策を行うといいと思う。 

 

（副委員長）甲府市主催の就職応援合同企業説明会が非常に好評なので継続した方

が良い。奨学金返済支援制度を設けてＵターン者を募るようなことをすればよいの

ではないか。 

 

（委員長）環境的には新卒を採用するのは難しいのではないか。３０代、４０代で

親の介護等で故郷へ戻る事情の方もいる。東京、地方などで技能を修得している方

を幅広く企業へ紹介、中途採用も視野に入れていくような支援もいいのではないか。 

 

（委員）一斉職場体験に中学生１，４００名が参加し、マッチングの仕方や製造業、

建設業等へ訪問し、実際どのようなことを行ってきたか。 

 

（市担当課長）実際に各学校単位で職場体験学習を実施している。必ずしも生徒の

希望通りの職場というわけにはいかない場合もある。学校の方である程度開拓した

職場と生徒の希望を汲み取って実施している。中学生の体験なので安全面に十分配

慮していただいている。危険が伴うことについては直接体験ができない、場合によ

っては見学が中心となることもある。 

 

（委員）補足として、私たち事業所で職場体験として中学生を受け入れた際、安全

安心を観点に怪我をさせないという点に注意しながら、工場見学や体験で、斜めに
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したらネジが回らない仕組みの電動のドライバーを使う体験など行い好評であっ

た。 

 

（委員）見学を中心にした体験ということか。 

 

（委員）そのとおりである。実際に生徒の父親がどのような仕事をしているかとう

いう点では、デスクワークが多いので仕事の内容が見えにくい。そのため、工場の

中を見学し、実際にネジを使った組み立ての体験をしてもらった。 

 

（委員）全般的に見ると甲府商工会議所、甲府市工業協会等が何度も出てくるが、

青年中央会など様々な団体に声掛けがあっても良いのでは。また、事業推進に取り

組んだ結果、問題点が出たり、実施した後の内容をもう少し報告していただかなけ

れば、良かったのか、悪かったのか分からない。どのような問題点が出たのか分か

らないので、資料に一行、別でつけたほうが、次に物事が効率よく早く進むのでは

ないか。 

 

（委員長）ＰＤＣＡ、ＫＰＩをうまく活用していただくと分かりやすい。 

 

（事務局）継続している事業もあるので最終的な評価は、年度が終わった段階では

出てくるものと考えている。資料作成について、多くの担当の所管があるが、事業

の検証を行っていきたい。 

 

（委員長）県内も含め、事業所数の減少の歯止めがかからない状況がずっと続いて

いる。廃業は山梨県がワースト１である。甲府市もその数字に近い部分でもあると

思うが、廃業を止めるのは、なかなか難しい。創業の促進に力を入れていただきた

い。最近目立つのが、女性の創業であり、女性は計画性があり、モチベーションが

高い方が多い。女性創業を中心にサポートしていきたい。 

 

（事務局）甲府市創業支援ネットワークでは、オブサーバーとして山梨県信用保証

協会に入っていただいているが、今年度メイプルという女性のチームが保証協会に

でき、本市のクラフトラボから創業する方の計画作りにも携わっていただいている。

女性の創業は最近増えてきているので、既存のネットワークや新しい組織を活用す

る中、創業の後押しをしていきたい。 

 

（委員）廃業の話がでたが、事業継承ができず経営者が高齢化して、そのまま廃業

となってしまうケースが多く出てきていることから、国の方では支援を行っている。

本機構でも始めたばかりだが引継ぎ支援センターを設け、相談件数はまだ少ないが、

甲府市においても高齢化した経営者から子が後を継がない、従業員の中でも会社を

継いでくれないという問題が出てきたり、従業員の生活のこともあるので、地域経

済が縮小してしまわないように事業の引き継ぎに、市も力を入れていただきたい。 

 

（委員）１０月２５日に山梨県事業引継ぎセンターと甲府財務事務所の共催により、
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当庫で事業承継セミナーを開催した。ダイレクトメールのみで４０名程集まり盛況

であった。地域の山梨県内の関心の高さや社会的な必要性を感じた。 

 

（事務局）甲府市でも事業継承を何とかしていきたく、甲府市工業協会とともに後

継者育成セミナーを行っている。実際に何度も承継されてきた方に現場のお話を伺

うため、１０月１６日に印傳屋の上原社長から、来年２月には百年企業の小林製作

所の社長からご講演をいただく。１０月のセミナーの際のアンケートには、実際に

承継をされてきた企業のお話が参考になり承継について継続して行っていただき

たいという意見もあった。 

 

（委員）事業承継の件で、百何年も続いている所の事業承継ではなく、もっと生々

しい話のほうが事業承継は当人が必死になって聞く部分があると思う。対象が大き

くて、いざ自分のところになると話が違うのではないかと思う。もう少しマッチン

グが合う所の方が良いのではないか。 

 

（事務局）今回１００年企業ということで、印傳屋はもっと長い企業ということに

なるが、実際に何代か承継されてきた企業に今年度行っていただく形をとっている。

次回もアンケートを取り、参加者の意見等も聞くなどして来年度以降どんなものに

してくのか考えていきたい。 

 

（委員長）事業承継に関して本行でも力を入れているところだが、単に甲府で後継

者がいないことについて、廃業部分については、内部承継ではなく外部承継、Ｍ＆

Ａのようなことをやることによって、雇用を守ることが大事になってくる。事業承

継という部分で内部承継がうまくいく企業と、後継者がおらず外部へ承継していく

大きな流れが２つあるが外部承継というところも観点に入れていただいて考えて

いただきたい。 

 

（事務局）産業支援機構の事業引継ぎ支援センターで事業が廃業になっていく中で

も黒字になっていく企業も多いという話を伺った。外部のＭ＆Ａなどの承継で企業

が乗っ取られるとか、お年寄りの方が勘ぐってしまうところがあるのかもしれない。

実際に事業を承継していく一つの手段としてご理解いただく中でやっていければ

いいと思う。事業引継ぎ支援センターとも協力して行えればいいと思う。 

 

（委員長）Ｍ＆Ａ業界というか企業の売り買いをしている現場としては、企業が成

長戦略としてＭ＆Ａを使っており、我々に来るニーズとして８割方は買いニーズ。

買いたい方は沢山いるので、売りたいというところが出てくれば産業支援機構や各

金融機関を使っていただき、是非マッチングが行われるようにしていきたい。 

 

（委員）女性の活躍推進に取り組む事業所等の表彰について、当社の場合、女性の

活躍推進は自然の内に行われているので、不足している状況が実際あるのか。当社

の感覚としては不明である。 
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（事務局）女性の社会参加として、最近非常に世間からもよく取り立たされている

と思うが、市の中だと人権男女参画課が、女性の社会進出に伴って働きやすくなっ

たりする職場作り、啓蒙、啓発活動を行っている。実際の状況として、女性の社会

参加が少ないかは、不明である。 

 

（委員）当業界、ジュエリー業界では、なかなか女性の働きやすい環境が積極的に

は取れていない状況にある。組合員２００名に対して女性の経営者は３名程度であ

る。会社によって取るスタンスが違い育休、産休後も働ける所と働けない所がある。

業界内のヒアリング、セミナー、意識改革が必要ではないか。優秀な女性は結構多

くいるので、子育ては親がみてくれたり、会社によって出来る出来ないということ

があるのでその辺の環境を、一緒に人権男女参画課と業界女性の交流会等できれば

良い。 

 

（委員）委員のところは、女性が活躍し理解があると思う。確かに優秀な女性は多

い。結婚の壁があったときに、中小零細の中でどのように対応していくか考えなけ

ればならない。先程の事業継承の話となるが、ある程度の事業規模の企業で２０名

いるところもあるが、３～４名の規模のところは息子がほとんど継いでいない。継

いでいるところは夜１１時まで仕事をしている。自分達が物を作る楽しさを伝えて

いくにはどうするべきか考えたときに企業体で継いでいくのか。現状の中で人を入

れて３～４年かける体力がほとんどない。その中で目指せる人ができるような環境

を作って１人、２人でも若い人達が育つ環境づくりをどうしても行っていきたい。

それには力添えが必要である。幸いにも私たちの業界の職人にはレジェンドと言う

のか、すごい腕を持っている人がまだいて、その人たちは教えたい気持ちがある。

その場を作ることである。一番問題なのが、物を作る人達がいなくなることが心配

である。官民一体でレジェンドをうまく活用して伝えたいことを教えてもらいたい。

実際に学校で教わるものと、実際に成し得た人をうまく活用して、上手に人を育て

あげて、また次の人達が目指していける環境にしていきたい。現実にどの様に進め

ていくかが課題だ。人を育てることはどこでも同じだが、まだまだその方々が現役

でいる間に、つないで、引退する前になんとかしなければならない。教えたい気持

ちがなくなってしまわないうちに対策を考えていきたい。 

 

（事務局）業種や職種で女性の活躍する場合があるが、委員の方から女性の活躍に

取り組む事業所の関係のお話をいただいた。人権男女参画課の課長も来ているので

表彰制度など基準を紹介していただきたい。 

 

（市担当課長）女性活躍推進優良事業者の募集についてＰＲを含め紹介する。この

表彰制度は第３次甲府男女協同参画プランに盛り込んだ。今年度初めての新規事業

として、毎年、優良事業者を表彰していく予定となっている。この目的は職場にお

ける女性活躍の推進で事業者及び働く女性に対するインセンティブの拡大を図り、

女性が働きやすく活躍しやすい社会環境の向上を高めていくものである。表彰は事

業主を対象とした優良事業者表彰と、活躍する女性個人を対象にチャレンジ女性の

表彰の２種類を予定している。優良事業者表彰では自己申告による応募はもちろん
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のこと、業界等からの推薦も可能とし、中小企業が応募しやすいように採用、女性

の就業継続、長時間労働の是正、女性の能力の活躍の一つの取組でも行っていれば

応募可能とした。チャレンジ女性の個人的な表彰の方では、自ら起業して頑張って

いる女性、企業において主導的立場で業績を成し活躍している女性、新しい分野を

開拓している女性等で雇用主自らの推薦も可能としている。この後、資料等もご用

意致したのでご覧いただきたい。産業部や甲府商工会議所に協力いただく中、ホー

ムページ、広報こうふ等でも募集する。募集した結果、表彰の該当者には３月１０

日に総合市民会館芸術ホールで開催する男女共同参画フォーラムで優良事業者二

組とチャレンジ女性一名を表彰する予定となっている。表彰に際しては、今年度、

時間の関係も有り、表彰のみの形となり、個人的に考えている段階であるが来年度

表彰の際には、この活躍している女性の紹介、自らこんな事に苦労してこんな形で

起業して現状成功しているところを紹介していきたいと考えている。 

 

（委員）結局は、まだまだ非常に日本、甲府ではこういう制度があるということ事

態、遅れている認識が全体にある。優秀な女性を今まで有効に使っていないのでも

ったいない。 

 

（市担当課長）是非、皆様の企業の中でも、活躍している女性をご紹介いただいて、

この表彰制度に応募いただきたいと思う。 

 

（委員）当社の場合１５名小さな会社だが、その内６名が女性で、その内５名が入

社してから結婚して出産し、その度に産休をとっている。一人だけは子持ちの段階

で、当社に入ってきた。大いに使わないともったいないのでもっと、そういう面で

ＰＲしたほうが良いのではないか。 

 

（委員長）委員会の今後の予定だが、前回の委員会の後、副委員長と事務局と協議

させていただき翌年度２月にもう一回の開催を予定している。２月開催後本会の意

見等を市の各部局に事務局を通じて提案したい。都合等詳細は調整させていただく。 

 

（２）その他 

（事務局）次回２月の開催については日時等調整をさせていただく。内容について

は皆様のご意見を伺う中でより中小企業振興につながる内容になるように検討さ

せていただく。 

以 上 


