平成１５年度日本商工会議所事業活動計画のあらまし
全国商工会議所が一丸となってリーダーシップを発揮し、

中小企業と地域が元気な「
健康な日本」
を創造する
− デフレ不況からの早期脱却を図り、経済活力を維持するための中長期的な社会・
経済運営のグランドデザインを確立する −
Ⅰ．全国の商工会議所と取り組む重点課題とその解決に向けた重点事業
重

日商会頭と全国商工会議所会頭等役員との緊密な意見交換

会頭・副会頭
会議、常議員
会、議員総会
での活発な討
議

◆

各ブロックにお
ける日商会頭
との懇談会の
開催

◆

夏季政策懇談
会の開催

点

課

題

１．日本経済の再生と活力増進に向けた政策提言活動の強化
地域経済社会の代弁者と
全国商工会議所会員のパワーを結集し
地域経済社会の代弁者とし
して、
て、
全国商工会議所会員のパワーを結集し、
、デ
デ
フレ不況対策や税制改革等の政策課題について迅速・
的確な政策提言活動
フレ不況対策や税制改革等の政策課題について迅速・
的確な政策提言活動
を展開するとともに、
を展開するとともに、中小企業や地域の声を国や地方自治体の政策に反映
中小企業や地域の声を国や地方自治体の政策に反映
するべく
、
全国の商工会議所を挙げて要望実現に向けて行動する。
するべく
、
全国の商工会議所を挙げて要望実現に向けて行動する。

中小都市等会
議所会頭と日商
正副会頭との懇
談会の開催
「
日商ニュース
ファイル」
（電子
メールの直接
送信による全国
会議所会頭・副
会頭･常議員等
への情報提供
サービス）の
積極的な活用

点

事

業

◆委員会・小委員会活動の強化による政策課題のタイムリーな検討・意見集約と全国商
工会議所のネットワークを活用した迅速・的確な政策提言・
要望活動の展開
−デフレ克服・
早期景気回復を最重要課題とした提言・要望活動
−少子高齢化の進展に対応した経済活力を維持するための中長期的な税・財政・
社
会保障のグランドデザインに関する検討・提言
◆要望実現に向けた関係経済団体・中小企業団体等との相互連携の一層の促進

２．中小企業の再生、セーフティネットの整備・
拡充、創業・
経営革新等の支援
日本経済のダイナミ
ズムの源泉である中小企業の活性化を促進するため､
日本経済のダイナミ
ズムの源泉である中小企業の活性化を促進するため､
商工会議所の中小企業対策事業を強化し、
中小企業再生、
金融セーフティ
商工会議所の中小企業対策事業を強化し、
中小企業再生、
金融セーフティ
ネッ
ト
の活用と
資金調達の円滑化、
創業・
経営革新等をきめ細かく
、
ネットの活用と資金調達の円滑化、創業・経営革新等をきめ細かく
、かつ強
かつ強
力に支援する。
力に支援する。

◆

◆

重

◆中小企業関係政府諸施策の効果的な実施および普及推進
◆産業再生法に基づく「中小企業再生支援協議会」の活動支援
◆セーフティネット保証・貸付、新創業融資等の活用促進による中小企業への円滑な資金
供給の確保
◆倒産防止特別相談事業の充実強化
◆創業塾、創業・経営革新講座の開催
◆改正消費税法の普及啓発

３．地域再生に向けた経済グローバル化への対応と地域産業空洞化問題の克服
グローバル化の進展に伴い深刻化する地域産業、とりわけ中小製造業
グローバル化の進展に伴い深刻化する地域産業、とりわけ中小製造業
の空洞化問題を克服するため、「地域・中小企業の総合的なコーディ
の空洞化問題を克服するため、「地域・中小企業の総合的なコーディ
ネーター」として、地域・中小企業のものづくり振興、中国をはじめ
ネーター」として、地域・中小企業のものづくり振興、中国をはじめ
とする東アジア経済圏における分業や連携への取り組みを支援する。
とする東アジア経済圏における分業や連携への取り組みを支援する。
あわせて街づくりの推進、観光の振興等の諸活動に全国商工会議所の
あわせて街づくりの推進、観光の振興等の諸活動に全国商工会議所の
総力を挙げて取り組む。
総力を挙げて取り組む。

◆ 「地域産業空洞化問題特別委員会報告書」に基づくアクションプログラムの着実な推進
−産学官連携・
企業間連携の推進、対日直接投資の拡大等
−会頭を団長とする訪中国経済ミッションの派遣
−ＦＴＡ(二国間自由貿易協定)の締結促進
◆中心市街地の活性化等街づくりの推進
◆訪日観光客の受入体制の整備や会議誘致など観光振興策に関する検討・
提言

◆

2003/3/28

４．地域経済社会を支える商工会議所の組織・財政・運営基盤の強化 ◆商工会議所等の合併円滑化に向けた商工会議所法の早期改正などの環境整備と各
地方分権の進展に対応し
地方分権の進展に対応し、
、効率的で活力ある地域経済社会を実現するため、
効率的で活力ある地域経済社会を実現するため、
同一経済圏の商工会議所および他の経済団体との広域連携・
合併に取り
同一経済圏の商工会議所および他の経済団体との広域連携・
合併に取り組
組
むなど、
地域総合経済団体にふさ
財政・
運営基盤
むなど、
地域総合経済団体にふさわし
わしい商工会議所の組織・
い商工会議所の組織・
財政・
運営基盤
の強化を図る。
の強化を図る。

５．新しい時代に対応した商工会議所事業の展開
電子政府・
電子自治体等の進展をはじ
電子政府・
電子自治体等の進展をはじめ、
め、高止まり
高止まりする失業率や雇用のミ
する失業率や雇用のミ
スマッ
新たな環境変化に対応し
スマッチなど会員中小企業を取り
チなど会員中小企業を取り巻く
巻く
新たな環境変化に対応し、
、会員のニー
会員のニー
ズに応える新規事業に取り
ズに応える新規事業に取り組む。
組む。

種の情報提供等による支援
◆合併機運の醸成や住民合意の形成など地域の実情に応じた市町村合併に向けた
自主的な取り組みの推進
◆各地商工会議所からの組織・
財政・運営等に関する各種相談・要望への迅速な対応
◆商工会議所「ブランド戦略」のとりまとめ
◆ 電子政府・電子自治体や電子商取引等に対応した「
ビジネス認証サービス」の実施
◆Ｉ
Ｔ時代に対応した各種検定試験のネット化の推進
◆中小企業の専門人材ニーズに応える「企業等OB人材マッチング事業」
の実施
◆地域における雇用のミスマッチの解消と人材活用を図る雇用対策事業の具体化の
検討

Ⅱ．日本商工会議所の主要事業項目

Ⅰ 全国商工会議所の総力を結集した迅速・
的確な政策提言活動の展開
w 日本経済の再生を図り、デフレ克服、早期景気回復を最重要課題とした提言・
要望活動
w わが国の経済活力を維持するための中長期的な社会・
経済運営のグランドデザインや企業経営に関する
重要政策事項に関する調査・研究・
提言
・経済活性化のための抜本的な税体系の見直し、国・地方を通じた税体系の再構築、財政構造のあり方
等に関する調査・研究・
提言
・少子高齢化の進展に対応した社会保障制度に関する調査・
研究・提言
・少子高齢化問題、年金・
医療・介護等社会保障に係る諸問題、教育問題等に関する調査・研究等
・規制改革、地方分権、特殊法人等改革など行政改革に関する調査・
研究等
・「
２１世紀の市町村合併を考える国民協議会」への積極的な参画等、民間からの市町村合併の推進
・商法等の改正、倒産法制の見直し等に関する調査・研究等
・地球温暖化問題、廃棄物・リサイクル問題、エネルギー関連等に関する調査・
研究
など

Ⅱ 中小企業の再生、セーフティネットの整備・拡充、成長・発展支援
w 中小企業の活力増進を図るための事業承継税制はじめ中小企業関連税制への対応
w 中小企業の再生と自助努力を支援するため、人材確保、金融対策、技術革新・創業・経営革新への対応
・「中小企業再生支援協議会」
の活動を通じた中小企業の再生支援
・技術や経営の知識を持つ大企業等ＯＢ人材を中小企業にマッチングさせる「
企業等ＯＢ人材マッチン
グ事業」の実施
・小企業等経営改善資金融資（
マル経）制度、セーフティネット保証・貸付、売掛債権担保融資制度、新創業
融資制度、特定社債保証制度などの活用促進による中小企業への円滑な資金供給の確保
・産学官連携事業の支援、ＳＢＩ
Ｒ（中小企業技術革新）
制度の普及・啓発
・｢創業塾｣ 、｢創業･経営革新講座｣の開催による人材育成の支援
・経営相談事業関連データベース、情報ネットワークの活用による経営相談事業の高度化、効率化
w 不良債権処理問題と企業・産業再生に関する調査・
研究・提言
w 知的財産権に関する実態調査の実施、活用方策の検討
w ＡＤＲ（裁判外紛争処理）
等に関する調査・研究等
w 倒産防止特別相談事業の効果的な推進
w 消費税法改正について、対応テキストの作成、講習会の開催等を通じた中小企業の円滑対応の支援 など

Ⅲ 地域産業空洞化問題の克服と総合的な街づくりの推進
w 「地域産業空洞化問題特別委員会報告書」
に基づき、産学官連携の強化、企業間連携の推進、対日直接投
資の拡大などアクションプログラムの着実な推進による地域産業空洞化問題の克服
w 新設する「
地域活性化小委員会」
において、地域振興策、街づくり推進策に関する検討、意見・
要望活動
w 新設する「
観光小委員会」
において、訪日観光客の受入体制の整備および産業観光、広域観光の振興策お
よび会議誘致等の観光振興策に関して提言・要望
w 街づくり、ものづくりに関する「地域振興セミナー」の開催、観光振興、ＰＦＩ
等をテーマとした研修会・視察会等
の開催
w 各地域のＴＭＯ活動、計画的な土地利用・
街づくり条例制定の促進
w ＨＰ「街づくり情報ナビゲーター」、「
ものづくり情報ナビゲーター」、「
観光振興ナビゲーター」等の一層の充実
におよる街づくり、ものづくり支援
w 電源立地地域の振興、電力生産地・消費地間の相互理解の促進 など

Ⅳ 経済のグローバル化に対応した国際活動の積極的な展開
w 日商会頭を団長とする訪中国（北京・
上海等）経済ミッションの派遣
w 東アジア地域日本人商工会議所との連携強化、相互交流の促進
w 二国間・多国間経済委員会の活動を通じた経済交流・相互理解の促進
w 「中国ビジネス研究会（仮称）
」の創設による対中進出企業への支援強化
w ＡＰＥＣ（
アジア太平洋経済協力会議）ビジネス諮問委員会（ＡＢＡＣ）東京会議開催への支援
w ＦＴＡ（
二国間自由貿易協定）の締結促進、ＷＴＯ（
世界貿易機関）新ラウンド、ＡＰＥＣ、ＲＴＡ（地域貿易協
定）等国際経済問題に関する調査・
研究
w 原産地証明書発行の電子化にかかる調査・
研究

など

Ⅴ Ｉ
Ｔ時代に対応した商工会議所事業の展開
w 電子政府・
電子自治体や電子商取引等に対応した「ビジネス認証サービス」
の実施とその啓発・
普及のため
の教育・研修講座の開催等
w 各地商工会議所会員企業向け情報化セミナー・研修会の開催支援
w 「オンラインマーク制度」
の普及および通信販売事業者の国際取引環境整備に関する調査・研究
w 「ＴＯＡＳ／Ｗｅｂ版」のシステム改良、サポート体制強化等、導入・
運用支援
w ＪＡＮメーカコードの受付とＰＯＳ（
販売時点情報管理）システムの普及促進
wＩ
Ｔ時代に対応した各種検定試験の推進
・各種検定試験において、申込、試験実施、採点・合否判定等の「検定試験のネット化」体制の整備
・「
ビジネスキーボード認定試験」のネット化
・「
電子メール活用能力検定試験（仮称）」、「
日商ビジネス英語検定試験（仮称）
」の創設

など

Ⅵ 全国商工会議所の組織・
財政基盤強化と交流、合併・
連携の支援
w 「商工会議所法」の早期改正などの環境整備、商工会議所等の合併の諸手続き等に関する情報提供、事例
紹介、「商工会議所等合併手続きＱ＆Ａ」
の作成等による合併への取り組み支援
w 各地商工会議所からの事業活動･会議所運営等に関する相談体制の整備、先進事例の提供等
w 「商工会議所講師リスト」の作成・
配布
w 運営小委員会等における商工会議所運営・事業・
法制面の諸課題の検討
w 時代のニーズに対応した各種検定試験の内容・制度の改善、ＰＲ・情報提供サービスの強化
w 各地商工会議所の財政基盤強化に資するための会員サービス事業の一層の普及促進と新規事業の検討
w 各地商工会議所青年部・
女性会の活動支援、商青連・全商女性連の事業・組織強化
w 商工会議所「ブランド戦略」を策定し、各種メディアを通じた商工会議所活動のＰＲ強化
w 「人事考課モデル規程」の普及、「人事考課制度事例集」
の作成・配布 など

