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は じ め に 

 

 

 人口減少や少子高齢化の急速な進展に伴い、今後企業の労働力の担い手であり、

消費者でもある生産年齢人口の減少が見込まれており、労働力や労働生産性の低下

など、事業活動への影響が懸念されております。 

 このような中、本市中小企業の発展と地域経済の活性化を目指して平成２７年４

月に策定した「米沢市中小企業振興条例」に基づき、このたび、その具体的な取り

組みを定める「米沢市中小企業振興アクションプラン」を策定いたしました。 

 本プランは、経済社会情勢、国や県の経済施策の変化を踏まえ、これまで実施し

てきた中小企業振興に関する取り組みや、本市の現状等を改めて分析したうえで、

条例に定める基本理念の具現化に向けて、本市中小企業の持続的な発展を目指すも

のです。 

 中小企業の振興には中小企業者は基より、中小企業の振興に関わる団体や市民な

ど、すべての主体で取り組んでいくことが何より重要になります。このプランの推

進にあたり、条例の趣旨を御理解いただき、皆様の御協力を賜りますよう心からお

願いいたします。 

 結びに、本プランの策定にあたり、本プランの土台となる「米沢市中小企業振興

条例」の制定に尽力をいただきました、検討委員の皆様をはじめ多くの方々から多

数の貴重なご意見を賜りましたことに、改めて厚くお礼申し上げます。 

 

 

                        米沢市長  中川 勝 
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 序 章                   
 

１ 中小企業振興の基本的考え方 
 

（１）中小企業振興条例 

 

  ①条例制定の背景 

    地域の経済と住民の生活を支える市内企業の約 99.8％は中小企業です。こ

れらの中小企業の発展を図るには、中小企業者自身の努力に加え、市、市民、

教育機関、官公庁及び金融機関との連携が必要です。 

    本市では、中小企業振興の推進に全市を挙げて取り組んでいくため、中小

企業振興条例を制定しました。 

 

  ②条例で目指すこと 

    条例では次の３つを基本理念として定め、中小企業の多様で活力ある成長

発展を図るものとしています。 

    ・中小企業者の自主的な努力を助長すること 

    ・中小企業者の多様で活力ある成長発展を図ること 

    ・地域の経済循環を促進すること 

    これらの基本理念を基に、中小企業振興施策を推進していきます。 

 

③各主体の役割 

    中小企業振興条例には、各主体（市、中小企業者、中小企業団体等及び市

民）ごとに中小企業の振興に係る役割を定めています。 

 

  【市】 

    市は、次の基本方針に基づく中小企業振興施策を総合的かつ計画的に推進

していきます。 

    ・中小企業者の経営の革新及び創業を促進すること 

    ・中小企業者の経営基盤を強化すること 

    ・中小企業者の経済的社会的環境の変化への適応を円滑にすること 

    ・経営資源の確保が困難であることが多い小規模企業者に配慮し、小規模

企業者の事業環境の整備を促進すること。 

 

  【中小企業者】 

    中小企業者は、地域社会の担い手として、より豊かな地域社会の実現に貢

献していきます。 
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    商品や製品の生産・販売や雇用の創出等により、地域住民のより豊かな生

活に貢献していくことが期待されています。 

 

  【中小企業団体等】 

    中小企業団体は、中小企業者とともに基本理念の実現に貢献していきます。 

    また、金融機関、教育機関、その他の中小企業に関係のあるものは、中小

企業振興施策の推進に協力するものとしています。 

    中小企業団体だけでなく、金融機関や教育機関なども一体となって中小企

業の振興を図っていくことが期待されています。 

 

  【市民】 

    市民は、中小企業者が提供する製品等の利用を推進していきます。 

    地元中小企業者の商品やサービス、製品を購入し、利用することで地域の

経済循環を促し、地元中小企業の成長発展に協力していくことが期待されて

います。 

 

（２）本市における中小企業振興の基本的スタンス 

 

  ①企業に寄り添った施策の推進 

    中小企業の振興を推進するためには、それぞれの中小企業者が抱える問題

や事業展開の方向性等を十分に理解しなければなりません。 

    そのためには、中小企業者との対話を重視し、中小企業者の立場に立ち、

中小企業者に寄り添った考え方を身に着けておく必要があります。 

    中小企業振興施策の推進にあたり、日常的に中小企業者への訪問等を行う

ことで対話の機会を設け、そこで得た知識や感性を活かしていきます。 

 

  ②小規模企業者への配慮 

    本市の小規模企業者は中小企業者の約 90.4％を占めており、その多くは、

個人又は家族による経営を行っています。 

    小規模企業者は、資金的にも人材的にも事業規模が小さいことから経営が

窮屈になりやすく、また、消費動向の変化や資材価格の高騰などの影響を受

けやすいと考えられます。 

    中小企業振興施策の推進にあたっては、小規模企業者に特に配慮した推進

を心がけていきます。 
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＊中小企業者の定義 

 条例では、中小企業者の定義を中小企業基本法で定める中小企業者としており、

次の表にある業種ごとに「資本金額又は出資金額」又は「従業員（常時）の人数」

のいずれかに概ね該当するものを中小企業者としています。 

業     種 資本金額又は出資金額 従業員（常時）の人数 

製造業・建設業・運輸業 

・その他の業種 
３億円以下 ３００人以下 

卸 売 業 １億円以下 １００人以下 

サービス業 ５，０００万円以下 １００人以下 

小 売 業 ５，０００万円以下 ５０人以下 

 

＊小規模企業者の定義 

 条例では、小規模企業者の定義を中小企業基本法で定める小規模企業者としてお

り、次の表にある業種ごとに「従業員（常時）の人数」が概ね該当するものを小規

模企業者としています。 

業     種 従業員（常時）の人数 

商業・サービス業  ５人以下 

商業・サービス業以外の業種 ２０人以下 

 

 

２ アクションプランの位置づけ 
 

（１）策定の背景 

    中小企業振興条例には、基本理念や方針、各主体の役割などを定めていま

すが、その実現には具体的な行動計画が必要不可欠です。 

    市が取り組む施策や具体的な行動を定めるアクションプランを策定し、そ

の進行管理を行うことで中小企業の振興を推進していきます。 

 

（２）計画期間 

    平成３０年度から平成３４年度までの５年間とします。 

 

（３）他計画との関係 

    本市では総合計画を始め、工業振興計画や観光振興計画などの中小企業の

振興に関係する部門別計画も定めています。 

    アクションプランは中小企業の振興に視点を置いたプランであり、他の計

画とは理念や目的が異なりますが、相互に関連していることから、それぞれ

の計画と整合を図りながら策定し、推進するものとします。 
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＊アクションプランと中小企業振興条例及び他計画との関係 

 

 

【基本理念】
・中小企業者の自主的な努力を助長すること

・中小企業者の多様で活力ある成長発展を図ること

・地域経済の循環を促進すること

〇市
・中小企業者の経営の革新及び創業の促進すること

・中小企業者の経営基盤を強化すること

・中小企業者の経済的社会的環境の変化への適応を円滑にすること

・経営資源の確保が困難であることが多い小規模企業者に配慮し、

小規模企業者の事業環境の整備を促進すること

〇中小企業者
・地域社会の担い手として、より豊かな地域社会の実現に貢献

する

〇中小企業団体等
・中小企業者とともに基本理念の実現に貢献する

〇市民
・中小企業者が提供する製品等の利用を推進する

中小企業振興アクションプラン

米沢市中小企業振興条例

【各主体の役割】

米
沢
市
工
業
振
興
計
画
・
米
沢
市
観
光
振
興
計
画

他
整合・調整

米
沢
市
ま
ち
づ
く
り
総
合
計
画
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 第１章 現状分析と課題           
 

１ 現状分析 
 

（１）困難な人材確保 

 

  ①少子高齢化を伴う人口減少 

    国内の人口は、平成 18 年をピークに減少が続いており、本市の人口も平

成 7年の国勢調査では 95,592人でしたが、平成 27年には 85,953人と約 10％

減少しています。 

    また、人口構造も大きく変化しており、高齢化率（総人口に占める 65 歳

以上の割合）は、平成 7年の約 19％から、平成 27年は約 28％と約 9ポイン

ト上昇している一方、生産年齢人口（15 歳から 64 歳までの人口）は平成 7

年の 62,468 人から、平成 27 年は 50,637 人と約 19％も減少しています。ま

た、合計特殊出生率は平成７年で 1.61 人でしたが、平成 27 年は 1.29 人と

0.32ポイント低下しています。 

    これらのことから、人口減少に少子高齢化が伴っており、中小企業を支え

る労働力が減少し、これからも減少し続けることが分かります。 

    市内企業訪問でも、人口減少と少子高齢化により労働人口が減少している、

社員募集をしても売り手市場で人が集まらない等の声が聞かれ、市内生産年

齢人口の減少が市内中小企業の雇用に悪影響を与えていることが伺えます。 

　〇米沢市の人口の推移（人）と高齢化率（％）・合計特殊出生率（人）

出典：｢国勢調査結果｣(総務省)・置賜保健所公表データを加工して作成
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  ②大都市志向や大手志向による若者の流出 

    全国的な人口動態から若年層の市外流出の原因には若者の東京などの大

都市志向・流出があると考えられており、本市における 18歳から 27歳まで

の転入・転出者数を比較しても転出者数の方が年間 300人程度多く、全国的

な傾向と同じように東京等の大都市へ流出していると考えられます。 

    また、中小企業白書 2017を見ると平成 29年の従業者数 300人以上の企業

（製造業でいう大企業）では大卒予定者就職希望者数が 32.3 万人であるの

に対し、従業者数 299 人以下の企業（製造業でいう中小企業）では、9.9 万

人となっており、大企業への希望者が中小企業への希望者の 3倍を超えてい

ます。 

    市内企業訪問では、若者はネームバリューで就職先を選ぶ傾向にあり、求

人を出しても募集がない、求める能力や技能を持つ人材が集まらない等の声

が聞かれ、中小企業における労働者の確保が難しい状況にある事が伺えます。 

　〇米沢市における18歳から27歳までの転入・転出者数（人）

資料：米沢市市民課
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  ③若者の意識と仕事内容・職場環境のミスマッチと早期離職 

    新卒採用者では、卒業後３年以内に離職する者が多く、厚生労働省職業安

定局集計によると平成２３年卒業生で高校卒業者の約４割、大学卒業者の約

３割が離職しています。 

    市内企業訪問では、若手従業員の早期離職が課題、社員の処遇改善により、

若い社員が辞めない職場づくりが必要、新規採用者のバックアップやフォロ

ーが必要との声が聞かれ、若手従業員の定着に課題があることが伺えます。 

    仕事に対するイメージと実際の業務内容が違ったり、職場環境に馴染めな

いことなどが要因と考えられており、こうしたミスマッチを防止するための

取組みが求められます。 

    また、労働環境改善策の一つとして、近年、ブラック企業対策や同一労働
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同一賃金などの「働き方改革」が全国規模で進められています。 

 

  ④後継者不足による事業者の高齢化 

    少子高齢化を伴う人口減少、若者の大都市・大企業志向と早期離職等によ

り、中小企業内における後継者の育成が困難になっています。 

    自らの苦労や事業継続の難しさと、子どもにはより安定した大企業に勤め

てほしいとの思いから、子や親族への事業継承に消極的になっている事業者

が見受けられます。 

    市内企業訪問では、事業を続けたいが後継者がいない、後継者がいないこ

とから廃業する事業者が多い、取引先に後継者がなく廃業しているとの声が

聞かれ、後継者の不在による廃業が多く、さらに後継者不足による廃業が取

引企業にまで影響を与えていることが伺えます。 

    また、山形県内企業の事業者平均年齢は平成 8年から平成 28年の 20年で

4.6 ポイント上昇しており、事業継承の難しさから、事業者自身の高齢化が

進んでいると考えられます。 

　〇山形県内の社長の平均年齢（歳）

出典：｢全国社長分析結果｣(株式会社帝国データバンク)を加工して作成

56.0 

57.0 

58.2 

59.6 

60.6 

55.0

56.0

57.0

58.0

59.0

60.0

61.0

62.0

63.0

64.0

65.0

平成８年 平成１３年 平成１８年 平成２３年 平成２８年

 

 

（２）激化する事業者間競争 

 

  ①他社との低価格競争 

    製品の販売価格は、仕入額と営業利益等により決定されますが、同等の製

品であれば、消費者はより安価で、より高いサービスを求める傾向にありま

す。 

    特に「製品差別化の程度が小さいもの」や「参入障壁が低いもの」などは、

他社との低価格競争が激化しやすいものと考えられます。 

    大手小売店では、製品の大量購入や生産者からの直接仕入れなどによって

仕入額を抑制し、より安価な製品やサービスを提供しており、消費者を獲得

するための価格競争が起きている状況にあると考えられます。 
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    また、市内企業訪問では、見積り等の依頼があっても設定価格が安くて対

応ができない、大手量販店やネット通販業者などは仕入価格を抑えることで

販売価格を安くできるうえに、販売価格を比較できるＷＥＢサイトやアプリ

が普及しているなどの声が聞かれ、低価格競争に拍車がかかっていることが

伺えます。 

 

  ②プライベートブランドなどの大手販売戦略の変化 

    大手小売業者では、テナントスペースとしていた場所を自社商品売場にす

ることや、プライベートブランドを立ち上げることなどにより、自社の利益

を確保しようとする動きが出ています。 

    また、市内企業訪問でも、大手メーカー等が他業種に進出している、スー

パー等において店舗内テナント等の面積が減少しているとの声が聞かれ、大

手の販売戦略の変化により、売り場の縮小や競合が起きていることが伺えま

す。 

    このように大手販売戦略が変化するなかで、大手小売店に商品の納品して

いた卸売業者や、大手小売店舗内に売り場を設け、商品やサービスを提供し

ていた企業の選別が進み、従来取引を行ってきた中小企業者は、他の販路を

開拓する必要が出ています。 

 

  ③ネット販売市場の拡大による競合先の増加 

    インターネットの普及により、ネット販売市場が急速に拡大し、消費者の

買物動向が大きく変化しています。 

    市内企業訪問でも、ネット販売の普及に伴い店舗型小売店が苦戦している

との声が聞かれています。 

    また、使わなくなった衣類や雑貨などをインターネットを通して他人に売

却するリユース市場も拡大しており、市内卸・小売業者と競合している状況

にあります。 

    平成 28 年度電子商取引に関する市場調査では、ネットリユース市場規模

は 3,458億円と推計されています。 

 

（３）社会変化への対応とビジネスチャンスの拡大 

 

  ①インターネット市場の拡大 

    インターネットを利用した市場はその利便性から急速に拡大しています。 

    平成 28 年度電子商取引に関する市場調査では、日本国内の消費者向け電

子商取引の市場規模が平成 28年は 15兆 1,358億円で平成 23年の 7兆 7,880

億円と比較して 192％増加していることが分かります。 

    また、平成 28 年度通信利用動向調査からは、インターネットを利用した

ことがある人の割合は 83.5％（1億 84万人）となっています。 
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    企業もインターネットを利用した通信販売による販路の開拓やクラウド

ファンディングによる事業資金調達などにより、事業を拡大することができ

ます。 

    手続きの簡便さと短時間で世界と繋がる事ができる利便性から個人消費

者の買物や投資動向がインターネットを介したものへと移行している中で、

中小企業においても、その拡大する市場を利用した経営戦略により急速に成

長できる可能性があると考えられます。 

　〇国内の消費者向け電子商取引額ＢtoＣ‐ＥＣ（億円）・インターネット普及率（％）

出典：｢電子商取引に関する市場調査結果｣(経済産業省)・｢通信利用動向調査結果」(総務省)を加工して作成
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  ②モバイル端末等の普及による急速で広範囲な情報の拡散 

    平成 28年度通信利用動向調査によると、平成 28年 9月末における国内の

スマートフォンの普及率は 71.8％で、タブレットの普及率は 34.4％と携帯

できるモバイル端末の普及率が高まり、誰もがどこでも世界に様々な情報を

発信し、また、情報を得ることができるようになっています。 

    これらは、企業が自らの商品やサービスを世界に発信できるとともに、魅

力あるものであれば、顧客が商品やサービスの情報発信源になることでもあ

ります。 

    また、モバイル端末を活用したサービスの共同利用を狙った事業（シェア

リングエコノミー）などの新たな事業を展開することも可能です。 

    中小企業にとっても、モバイル端末による利便性と情報拡散機能を見据え

た販売戦略により、その事業活動を急速に拡大できる可能性があると考えら

れます。 
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　〇スマートフォン・タブレット普及率（％）

出典：｢通信利用動向調査結果｣(総務省)を加工して作成
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  ③ＩｏＴの進展 

    これまでパソコンやスマートフォン、タブレットなどの端末に繋いできた

インターネットをそれ以外の様々な物（例えば車やテレビ、冷蔵庫やドア）

に繋ぎ、様々な情報を管理すると共に遠隔操作などにより利便性を向上させ

る、いわゆる「モノのインターネット（Internet of Things）」を国が政策

として普及を促進しています。 

    ＩｏＴの進展により、インターネットを介した新たなサービスなどの事業

展開や製品・商品の製造工程の自動化・効率化による経費の削減等が可能に

なると考えられます。 

 

  ④高速交通網整備によるヒト・モノの流れの変化 

    東北中央自動車道（福島大笹生ＩＣ～米沢北ＩＣ間）の開通に伴い、本市

への移動時間の短縮と輸送上の安全性の向上が図られ、物流や観光客等の流

れが促進されると考えられます。 

    また、平成 30年４月には、「道の駅米沢」がオープンし、ゲートウエイ型

の道の駅として市内への誘客窓口としての機能が期待されています。 

    物流や観光客の流れが促進されることで、市内における企業の事業活動の

活性化が期待される一方で、市外への人材の転出・消費活動の流出や競合先

の増加なども懸念されます。 

 

  ⑤外国人観光客（インバウンド）の増加 

    置賜地域における平成 28 年の宿泊施設・立寄所におけるインバウンド受

入者数は 6,582 人で、東日本大震災前の平成 22 年の 5,929 人と比較して、
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653 ポイント増加しており、今後もインバウンド需要は拡大していくと考え

られます。 

    本市では平成 28 年度より、台湾での観光ＰＲを実施し、山形県内での受

入者数が多い台湾人観光客の取り込みを図るとともに、山形県でも県内のイ

ンバウンドサービスの充実に取り組んでいます。 

    今後、インバウンド数の増加と需要の取込みを図るための取り組みは一層

加速していくものと考えられます。 

　〇宿泊施設・立寄所におけるインバウンド受入者数（人）

出典：｢外国人旅行者県内受入実績調査結果｣(山形県観光文化スポーツ部インバウンド・国際交流課)を加工して作成
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  ⑥高齢化の進行によるニーズの変化 

    年々国民の平均寿命が長くなり、団塊の世代（昭和 22年から 24年生まれ）

が 65歳を超えたことなどにより、高齢者人口が急増しています。 

    少子化による若者の減少や核家族化の進行により高齢者世帯が増加する

ことで、生活するうえでの安全確保や移動支援、医療や介護など福祉分野の

ニーズが増加していくと考えられます。 

 

  ⑦事業所数の減少による商店街機能の低下 

    旧来の商店街は、交通の不便であった時代に近隣住民の買い物場所として

発展していた区域であり、さまざまな商店が集積することでその価値が高め

られていたと考えられます。 

    しかしながら、モータリゼーションの進展に伴い、市内個人商店の減少と

郊外型店舗の増加により、平成 22 年 5 月に 336 店舗あった商店街（会）加

盟商店数は平成 29年 6月には 285店舗まで減少しています。 

商店街の区域内でも空地や空き店舗又は駐車場等の他用途への転用が見ら

れ、一定の区域内でさまざまな買い物ができていた商店街の機能が著しく低
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下し、集客力が無くなっています。 

　〇市内商店街加盟店舗数（店）

資料：米沢市商工課
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  ⑧設備投資の足踏みによる既存設備の老朽化 

    近年は景気回復の傾向にありますが、市内中小企業者の経営はまだまだ厳

しい状況にあります。 

    県内企業の一部では、設備投資への動きが見られるようになってきました

が、市内企業訪問では、未だ先行きの不透明さもあり、設備の更新等を控え

るなどの声が聞かれており、設備投資の先送りにより、既存設備の老朽化に

よる生産活動への悪影響が心配されます。 

 

２ 今後の課題 
前項の現状分析から集約整理される、本市中小企業の基本的課題は次のとおり

です。  

 

（１）人材の確保と定着 

    少子高齢化を伴う人口減少や若者の市外への流出により、多くの中小企業

者は慢性的な人材不足に陥っています。長期的に安定した経営をしていくた

めには、中小企業者が必要とする人材を市内外から確保するとともに、その

人材の早期離職を防止し、定着させる取り組みが必要です。 

 

（２）人材の育成 

    人材の確保・定着に課題があることに起因して、企業に必要な技術や知識

を持つ人材が不足しています。 

    企業は新たに人材を確保するだけでなく、従業員を企業が求める技術や知
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識を持つ人材に育てることが必要です。 

 

（３）人手不足に対応した経営戦略 

    人材の減少による人手不足が進展する状況にあっても、企業活動を維持・

発展させるため、製品・商品製造の自動化や複数の業務にあたることができ

る従業員を育てることで、その時の需要に応じた柔軟な人員配置ができる体

制を整えるなど、より少ない人材で事業継続できる取り組みが必要です。 

 

（４）独自性を活かした差別化 

    低価格競争やインターネット市場の拡大などにより、他社との競合が激化

している一方で、製品や商品に魅力があれば急速に売り上げを伸ばし、事業

を拡大できる可能性があります。 

    消費者や取引先に選んでもらえる製品や商品を開発するなど、企業の独自

性を活かし、他社と差別化を進めることが必要です。 

 

（５）新分野・新事業への進出 

    インターネットやモバイル端末の普及、外国人観光客や高齢化の進行によ

るニーズの変化など、経済的・社会的環境は日々変化しており、消費者の趣

向も日々変化し市場も変化しています。 

    企業は従来の事業を踏襲するだけでなく、社会変化に合わせて変わってい

く必要があると考えられ、長期的に継続的に発展していくために、新たに拡

大している市場にチャレンジし、ビジネスチャンスを掴んでいくことが必要

です。 

 

（６）販路の開拓 

    大手の販売戦略の変化や高速交通網の整備などに伴うモノやヒトの流れ

の変化に対応し、企業の販路も変化していくと考えられます。 

    新たな観光客や自社の製品や商品を求めている企業等を模索し、自社の販

路を開拓・拡大していくことが必要です。 

 

（７）多種多様な創業の促進 

    企業数が減少している中で、多様化する消費者ニーズに応えるためには、

既存企業の振興とともに、新たな事業者を発掘する創業を促進する必要があ

ると考えられます。 

    創業の促進により、市内の企業を増やすとともに、多様な創業を促進する

ことでより多くの消費者を市内に取り込み、交流人口を増やすことで既存商

店等での消費の促進と創業者と既存企業との取引による相互発展を図るこ

とができると考えられます。 

    創業希望者を発掘し、市内における創業を促進する必要があります。 
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（８）経営基盤の強化 

    企業が長期的に健全に継続して事業活動を行っていくには、その時の経

済・社会情勢に対応し、柔軟な経営と的確に需要を捉えた事業展開をしてい

くことが必要であり、そのためにはその企業の経営基盤が十分に安定してい

ることが必要です。 

    企業の自主的な取り組みを促進するため、経営環境の強化を支援する取り

組みが必要です。 
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 第２章 中小企業振興の方策         
 

１ アクションプランで目指す本市中小企業の姿 
 

（１）人が集い、技が光る、魅力あふれる中小企業 

    中小企業者は慢性的な人材不足に悩んでいます。また、人の手により製

品・商品の製造・加工を行っており、様々な技術を持った職人が多いのが中

小企業であり、本市の特徴である米織などの伝統産業を守り育ててきたのも

中小企業であると考えられます。 

    本市の特色を生かし、他の地域との差別化を図り、中小企業の振興を促進

するため、中小企業に必要な人材が集まり、中小企業者の事業活動の活性化

と、技術や知識の継承の促進により米沢の特色ある産業を育て、市内中小企

業者の魅力が活かされる中小企業の振興を目指します。 

 

（２）市内外のヒト・モノ・コトがつながり、発展する中小企業 

    中小企業者は、顧客や仕入先などの取引先、大学などの研究機関の「ヒト」、

商品や製品の製造に使用する食材や木材、金属などの「モノ」、上杉鷹山公

や上杉祭り、東北中央自動車道の開通などの歴史や出来事などの「コト」と

のつながりを活かすことで事業が成り立ち、発展していくものと考えられま

す。 

    市内外の様々な分野、様々なヒト・モノ・コトと広くつながり、発展して

いく中小企業の振興を目指します。 

 

（３）強い経営基盤のもと、挑戦し続ける中小企業 

    中小企業者の発展には、販路の開拓や新分野への進出などの新たな挑戦が

必要になります。 

    挑戦するには企業の経営力や資金力に余力が必要であり、余力を生み出す

ためには強い経営基盤が築かれていることが不可欠であると考えられます。 

    各中小企業者が強い経営基盤を確立し、それぞれが自社発展のために挑戦

し続けることができる中小企業の振興を目指します。 

 

 

２ 施策 
 

（１）施策の方向 

   アクションプランで目指す本市中小企業の姿の実現に向けて、次の３つの

方向を定め、施策を実施していきます。 

 



16 

 

①人材の確保と技の継承 

②市内外における幅広い分野とのつながりを促進 

③経営基盤を強化し、新たな取組みを促進 
 

（２）主な取組み 

   これら３つ施策の方向に基づき、次の５つの観点から取組みを実施します。 

 

 

          ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    

①地域の産業と企業を知る機会づくり 

     市民、特に市内で学ぶ学生やその保護者に対し、本市の産業や市内中小

企業の魅力に気づいてもらう機会づくりを促進することで、市内中小企業

への就職促進を図ります。 

     【主な事業】 

       ・米沢地域人材確保・定着促進事業（市内高校生・短大生・大学生

とその保護者と対象とした市内企業体験・見学イベントの実施） 

    

②首都圏の若者と地域企業をつなぐ機会づくり 

     本市からの転出者を含む、首都圏の若者の本市へのＵＩＪターンを促進

するため、首都圏の学生等をターゲットにした情報発信やイベントを展開

し、働く場である市内中小企業者とのマッチングを図り、市内中小企業に

おける人材の確保を促進します。 

     【主な事業】 

       ・米沢地域人材確保・定着促進事業（ＵＩＪターン求職者を対象と

した地元回帰イベントへの参画） 

    

③地域産業を担う若者のネットワーク構築の機会づくり 

     市内中小企業に勤務する若手従業員同士が相談や情報交換を行うこと

ができる機会を創出することにより、企業の垣根を越えて互いに支え合い、

研鑚するネットワークづくりを推進し、若者の定着を促進します。 

     【主な事業】 

       ・米沢地域人材確保・定着促進事業（セミナー参加者による地域同

期の形成促進） 

    

④働きやすい職場環境づくりの啓発 

市内中小企業の労働環境を改善し、従業員の確保・定着を促進するため、

労働基本法の遵守やワーク・ライフ・バランスの推進、ハラスメント防止

等の啓発を行うとともに、市内中小企業における誰もが働きやすい職場づ

を活かす 人 
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くりを推進します。 

     【主な事業】 

       ・市内企業等に対するワーク・ライフ・バランス啓発講座等の開催 

    

⑤総合力の高い人材の育成支援 

     人材確保が困難な中では、中小企業の従業員一人ひとりの能力を十分に

発揮できる環境整備が必要であることから、市内中小企業者における従業

員の資質・能力の向上と、様々な業務に従事できる従業員の育成を支援し、

市内中小企業の生産性の維持・向上を図ります。 

     【主な事業】 

       ・地域産業活性化推進プロジェクト（企業人材育成支援事業） 

    

⑥事業継承のための後継者の確保支援 

     市内で就業や起業を目指す者と後継者不在の市内中小企業とのマッチ

ングを行い、事業継承を促進します。 

     【主な事業】 

       ・（仮称）中小企業事業継承マッチング事業 

 

 

      ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

 

   ①大学等の研究技術・知的財産の活用支援 ☆ 

     市内大学・短大の研究により生み出された先端技術や知的財産と、新製

品・新商品の開発や生産性の向上等に取り組む市内中小企業者とのマッチ

ングを支援します。 

     【主な事業】 

       ・山形大学有機材料システム事業創出センター運営費補助 

       ・ものづくり産学連携コーディネート事業 

    

   ②ものづくり分野におけるビジネスマッチングの促進 ☆ 

     市内中小企業者が提供できる製品やサービスの共有を図り、市内中小企

業者間の受発注の促進や、中小企業者連携による共同調達によるコストの

削減及び共同受注による新たな販路の開拓を促進します。 

     【主な事業】 

       ・地域産業活性化推進プロジェクト（地域ものづくり企業の地域内

外との受発注支援） 

       ・ものづくり産学連携コーディネート事業（再掲） 

    

 

ぐ 繋 
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   ③ＰＲ・販売活動における連携支援 

     市内中小企業者が連携し、組織的に活動することで、一定規模のＰＲ及

び販売活動を行うとともに、連携する中小企業者の事業活動における課題

等について、互いに共有し、協議することで加盟企業の経営力を高める取

組みを支援します。 

     【主な事業】 

       ・中心商店街未来創造事業 

       ・一店舗一名物開発事業 

       ・まちなかゼミナール事業 

       ・米沢織物産地振興対策事業 

 

☆ は「米沢市工業振興計画」に定める施策でもあるため、米沢市工業振興

計画により推進します。 

 

 

      ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    

①展示会の開催・出展への支援 

     市内中小企業者による自社製品・商品の首都圏等展示会への出展や自主

開催を支援し、市内中小企業者の販路拡大を促進します。 

     【主な事業】 

       ・商工業地域活性化支援事業（販路拡大支援） 

    

②地域資源を活用した技術・商品・サービス開発への支援 

     有機エレクトロニクス関連技術を活かした先端産業、米沢織等の伝統産

業等、本市ならではの産業分野における新技術・商品の開発や、米沢牛や

米沢鯉その他の地域資源を活用した商品・サービスの開発を支援し、他地

域との差別化を図ります。 

     【主な事業】 

       ・商工業地域活性化支援事業（新商品開発支援） 

       ・米沢ブランド戦略事業（技を起点としてモデル事業） 

    

③ＩＴを活用した販売戦略への支援 

     インターネットを活用した製品・商品のＰＲや受注システムの構築、シ

ェアリングエコノミーの他、ネットワークを活かしたサービスの提供等の

取組みを支援し、市内中小企業者の販路拡大を図ります。 

    

 

む 挑 



19 

 

④高速交通網を活かした誘客拡大の促進 

     平成２９年１１月に開通した東北中央自動車道（福島大笹生ＩＣ～米沢

北ＩＣ）等の高速交通網の整備に伴い、拡大する商圏や流通時間の短縮等

により期待される市内中小企業者の取引圏域の拡大による取引先の開拓

や観光客確保の取り組みを支援し、市内中小企業者の販路拡大と市内消費

の拡大を図ります。 

     【主な事業】 

       ・商工業地域活性化支援事業（販路拡大支援）※再掲 

    

⑤道の駅を活用した市内への誘客拡大機能の形成 ★ 

     平成３０年４月にオープンする「道の駅米沢」を活用し、本市産業や商

品・サービスを広くＰＲする機能を確立し、観光客や買い物客の獲得と市

内消費の拡大を図ります。 

     【主な事業】 

       ・道の駅米沢運営事業（市内誘導企画事業） 

    

⑥インバウンド需要の取込み ★ 

     インバウンドや留学生に対応した店づくりやサービスの提供等を支援

し、市内店舗における外国人の消費促進と、インバウンドの市内誘引を図

ります。 

     【主な事業】 

       ・米沢ブランド戦略事業（米沢型インバウンド事業） 

    

⑦高齢者ニーズを取り込んだビジネス創出の促進 

     高齢者向け商品やサービスの開発、高齢者の特性に応じた販売戦略等の

取組みを支援し、高齢者需要を取り込んだ新たなビジネスの創出を促進し

ます。 

     【主な事業】 

       ・商工業地域活性化支援事業（新商品開発支援）※再掲 

★ は「米沢市観光振興計画」に定める施策でもあるため、米沢市観光振興

計画により推進します。 

 

 

      ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    

①創業希望者の掘り起し 

     創業希望者向けの相談窓口を設置するとともに、創業者の事業イメージ

の具体化等を支援する取り組みを行い、潜在的創業希望者の発掘を図りま

る
 を活かす  

創 
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す。 

     【主な事業】 

       ・創業相談支援窓口の設置 

       ・よねざわ創業塾の開催 

    

②創業前後の伴走型支援 

     創業しようとする者のより確実な創業と創業後概ね３年程度の者の安

定した事業継続のため、創業事業計画の具体化や経営課題の把握とアドバ

イス等、創業者に寄り添った継続的な支援を行い、創業の促進と早期廃業

の防止を図ります。 

     【主な事業】 

       ・創業相談支援窓口の設置※再掲 

    

③創業支援機関の連携推進 

     山形県、米沢商工会議所、山形大学、市内金融機関、山形県信用保証協

会等の市内の創業者を支援する機関と連携し、相互協力のもとに創業者を

バックアップしていくことで、創業の促進を図ります。 

     【主な事業】 

       ・創業支援連絡調整会議の開催 

 

 

           ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    

①融資制度や保証料の補給による資金調達の負担軽減 

     低金利融資制度や山形県信用保証協会保証料の一部を負担することで、

市内中小企業者の資金調達の負担を軽減し、設備投資の促進等による生産

性の向上を図ります。 

     【主な事業】 

       ・米沢市商工業振興資金融資制度 

       ・山形県信用保証協会保証料補給 

    

②経営力向上への取組支援 

     生産工程や人材管理のシステム化、経営者の事業経営や人材活用に係る

マネジメント能力の向上に取り組む中小企業者を支援し、生産性の向上と

従業員等の資質と活力の向上を図ります。 

     【主な事業】 

       ・ものづくり産業シニア人材活用事業費補助 

       ・米沢商工会議所事業費補助 

       ・米沢市商工業振興資金融資制度※再掲 

盤を固める 基 
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③ＩｏＴを活用した経営改善の促進 

     ＩｏＴを活用した物の流通量や消費者志向の把握による在庫管理等の

取引量の適正化や経営改善に向けた取り組みを支援し、市内中小企業者の

経営の適性化を図ります。 

     【主な事業】 

       ・地域産業活性化推進プロジェクト（企業人材育成支援事業） 
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 第３章 アクションプランの推進       
 

１ 目標（成果指標） 
 本プランの推進による成果を測定するため、次の指標を設定します。 

 

（１）付加価値額 

  現状（平成２６年度）：２，９８０億円 

  指標（平成３４年度）：３，１００億円 

※市町村民経済計算推計による総生産のうち農林水産業を除く産業部門の額 

 

（２）市内従業者数 

  現状（平成２６年度）：４１，２４８人 

  指標（平成３４年度）：４２，４００人 

※経済センサス基礎調査による従業員数のうち公務、農林水産業及び従業員 300

人以上の製造業（工業統計調査より）を除いた人数 

 

（３）市内事業所数 

  現状（平成２６年度）：４，６９４ 

  指標（平成３４年度）：４，７００ 

※経済センサス基礎調査による事業所数のうち公務、農林水産業及び従業員 300

人以上の製造業（工業統計調査より）を除いた事業所数 

 

 

２ 進行管理（ＰＤＣＡ） 
 

 中小企業を取り巻く環境の変化に合わせ、アクションプランを評価・見直しをし

ていく必要があります。 

 本プランの期間は、平成３０年度から平成３４年度までの５年間であることから、

中間年度にあたる平成３２年度に中間評価とプランの見直しを行います。 

 中間評価・見直しにあたっては、成果指標に対する現状と、本市事業の実施状況

及び景況等の経済的情勢等を踏まえて各施策を評価し、見直しを行います。 

 

※ＰＤＣＡサイクル             

事業の進捗を「計画（Plan）」、「実行（Do）」、

「評価（Check）」、「改善（Action）」の４段階

に分け、それぞれの段階を連動させながら目

標に向けて事業改善を図るものです。 
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 資料                    
 

○米沢市中小企業振興条例 

平成27年3月25日 

条例第20号 

(前文) 

本市の企業の大多数を占める中小企業は、地域の経済と雇用を支えるとともに、

地域に根ざした活動を通じてまちづくりに貢献し、地域社会の担い手として重要な

役割を果たしています。 

しかしながら、中小企業を取り巻く経済的、社会的な環境は変化が激しく、中小

企業がこのような変化に対応し、成長発展しながら、これからも本市の発展をけん

引する重要な役割を果たしていくためには、「なせば成る」の精神のもと、中小企

業の自主的な努力に加え、市、市民、教育機関、官公庁及び金融機関は、連携し、

中小企業の多様で活力ある成長発展が図られるよう支援していくことが必要です。 

そこで、中小企業の振興についての基本的な理念を明確にし、併せて中小企業の

振興に関する施策について必要な事項を定めるため、ここにこの条例を制定します。 

(趣旨) 

第1条 この条例は、本市が中小企業基本法(昭和38年法律第154号。以下「基本法」

という。)第6条の規定に基づき中小企業の振興に関する施策(以下「振興施策」

という。)を策定し、及び実施するに当たって、本市の中小企業の振興に関する

基本理念を定め、中小企業者、中小企業団体等、市民及び本市の役割を明確にし、

振興施策の推進について必要な事項を定めるものとする。 

(定義) 

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めると

ころによる。 

(1) 中小企業者 基本法第2条第1項各号に規定するものであって、市内に事務

所又は事業所を有するものをいう。 

(2) 小規模企業者 基本法第2条第5項に規定する事業者であって、市内に事務

所又は事業所を有するものをいう。 

(3) 中小企業団体 米沢商工会議所、中小企業団体の組織に関する法律(昭和32

年法律第185号)第3条第1項に規定する中小企業団体、商店街その他中小企業に

関係する団体であって、市内に事務所又は事業所を有するものをいう。 
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(基本理念) 

第3条 中小企業の振興に当たっての基本理念は、次に掲げるとおりとする。 

(1) 中小企業者(小規模企業者を含む。以下同じ。)の自主的な努力を助長する

こと。 

(2) 中小企業者の多様で活力ある成長発展を図ること。 

(3) 地域の経済循環を促進すること。 

(市の役割) 

第4条 本市は基本理念にのっとり、次に掲げる基本方針に基づき、振興施策を総

合的かつ計画的に推進するものとする。 

(1) 中小企業者の経営の革新及び創業を促進すること。 

(2) 中小企業者の経営基盤を強化すること。 

(3) 中小企業者の経済的社会的環境の変化への適応を円滑にすること。 

(4) 経営資源の確保が困難であることが多い小規模企業者に配慮し、小規模企

業者の事業環境の整備を促進すること。 

2 本市は、振興施策の推進に当たっては、必要な財政措置を講ずるよう努めるも

のとする。 

3 本市は、振興施策の推進に当たっては、中小企業者の実態を明らかにするため

に必要な調査を行うとともに、中小企業者及び中小企業団体の意見を聴くものと

する。 

4 本市は、工事の発注、物品及び役務の調達等に当たっては、予算の適正な執行

に留意しつつ、中小企業者が提供する製品等の利用を推進するよう努めるものと

する。 

5 本市は、振興施策の実施状況を公表するものとする。 

(中小企業者の役割) 

第5条 中小企業者は、地域社会の担い手として、より豊かな地域社会の実現に貢

献するものとする。 

(中小企業団体等の役割) 

第6条 中小企業団体は、中小企業者とともに、第3条に規定する基本理念の実現に

貢献するものとする。 

2 金融機関(銀行、信用金庫、信用組合及び日本政策金融公庫のうち、市内に事業

所を有するものをいう。)、教育機関(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に

規定する学校のうち、市内に存するものをいう。)その他中小企業者以外のもの

であって、その事業に関し中小企業と関係があるものは、振興施策の推進に協力
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するものとする。 

(市民の役割) 

第7条 市民は、中小企業の振興への協力に当たっては、中小企業者が提供する製

品等の利用を推進するよう努めるものとする。 

(委任) 

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この条例は、平成27年4月1日から施行する。 

 



26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

米沢市中小企業振興 アクションプラン 

 

米沢市産業部商工課 

 

 


