平成１６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、「健康な日本」を創造する。
特に中小企業と地域の活性化に向けて行動する。
− 活力ある日本の創造に向けて、デフレを克服し、行財政・社会保障・税制の改革に取り組む −
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

点

課

題

重

点

事

業

１．日本経済の再生と活力増進に向けた政策提言活動とその実現

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

◆

◆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・
景気対策を最優先課題とした提言・
要望活動
地域経済社会の代弁者と
し
て、
全国商工会議所会員のパワーを結集し
、
デ
地域経済社会の代弁者として、全国商工会議所会員のパワーを結集し、デ
−地方分権と
三位一体改革の推進、
規制改革・
行財政改革の徹底のための研究・
提言
フレ克服、
的確な政策提言活動を展開す
フレ克服、景気対策を最優先課題と
景気対策を最優先課題とし
して迅速・
て迅速・
的確な政策提言活動を展開す
−税・
行財政・社会保障をパッケージとした一体的改革のあり方の検討・
提言
るとともに、
、
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するべく
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
、 ◆政策委員会提言をはじめとする各種提言・要望の実現に向けた取り組み
全国の商工会議所の総力を結集し
全国の商工会議所の総力を結集して、
て、要望実現に向けて邁進する。
要望実現に向けて邁進する。
◆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．セーフティネットの整備・拡充と元気な中小企業の育成、創業・第二創業への挑戦支援
日本経済のダイナミ
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、
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
商工会議所の中小企業対策事業を強化し、
、金融セーフティネット
金融セーフティネットの整備と
の整備と
元気な中小企業の育成、
第二創業への挑戦支援等をきめ細かく
、
元気な中小企業の育成、創業・
創業・
第二創業への挑戦支援等をきめ細かく
、か
か
つ強力に支援する。
つ強力に支援する。

３．地域再生のための街づくり、ものづくり、観光振興の推進
夏季政策懇談
会の開催

◆

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
送信による各地
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

◆

2004/3/18

地域の中小製造業の空洞化を克服するため、
地域・
中小企業の総合的
地域の中小製造業の空洞化を克服するため、「
「
地域・
中小企業の総合的
なコーディ
と
強
なコーディネーター」
ネーター」
とし
して、
て、地域資源を活かした地域ブランド
地域資源を活かした地域ブランド力の育成・
力の育成・
強
化、
化、技術開発はじめものづく
技術開発はじめものづくり
りの振興に向けた取り
の振興に向けた取り組みを支援する。
組みを支援する。あわせ
あわせ
て中心市街地の活性化や観光振興など総合的な街づく
て中心市街地の活性化や観光振興など総合的な街づくり
りの推進に全国商
の推進に全国商
工会議所の総力を挙げて取り
工会議所の総力を挙げて取り組む。
組む。

４．諸外国との新たな経済連携の推進と中小企業の国際ビジネス支援
国際経済環境の変化を踏まえ、
国際経済環境の変化を踏まえ、東アジア諸国など諸外国と
東アジア諸国など諸外国との新たな経済
の新たな経済
連携の構築に向けて、
Ｅ
円
連携の構築に向けて、Ｆ
ＦＴ
ＴＡ
Ａ・
・
ＥＰ
ＰＡ
Ａの締結を促進し
の締結を促進し、
、貿易･投資の自由化・
貿易･投資の自由化・
円
滑化等を図るとともに、
滑化等を図るとともに、中小企業の国際ビジネスへの支援を強化する。
中小企業の国際ビジネスへの支援を強化する。

◆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
◆地域金融の機能強化のための適切な対応
◆創業塾、第二創業コースの開催
◆人材移動の円滑化、若年者の人材育成・雇用促進等の労働・
雇用関係課題への対応
◆地域の中小製造業の空洞化克服のためのものづくりの振興
−地域資源を活かしたブランド力の育成・
強化を図る「ＪＡＰＡＮブランド育成支援事業」
の推進
−産学官連携・
企業間連携の促進、ＳＢＩ
Ｒの推進等による技術開発支援
◆中心市街地・商店街の活性化、「
大店立地法指針」見直し問題を含む街づくり３法のあり
方の検討、計画的な土地利用の実現など総合的な街づくりの推進
◆地域における観光振興への取り組みに関する提言に基づき、「商工会議所観光振興大
会」(仮称)の開催、広域観光や産業観光など、新しい切り口による観光振興を街づくり運
動の一環として推進
◆東アジア諸国等とのＦＴＡ・
ＥＰＡの締結促進
◆FTA特恵に対応した原産地証明発給体制の整備
◆中国ビジネス研究会活動、ミッションの派遣等を通じた対中国ビジネスサポート体制の
拡充・
強化
◆対外輸出の促進、対日直接投資の拡大

５．新しい時代に対応した商工会議所の組織・財政・運営基盤の強化、事業の展開
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
効率的で活力ある地域経済社会を実現するた
め、
合併の促
め、同一経済圏の商工会議所および他の経済団体と
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・
の広域連携・
合併の促
進に取り
財
進に取り組むなど、
組むなど、地域総合経済団体にふさわしい商工会議所の組織・
地域総合経済団体にふさわしい商工会議所の組織・
財
政・
運営基盤の強化を図る。
電子自治体等の進展や会員中
政・
運営基盤の強化を図る。また、
また、電子政府・
電子政府・
電子自治体等の進展や会員中
小企業を取り
環境変化に対応し
小企業を取り巻く
巻く
環境変化に対応し、
、会員のニーズに応える新規事業を展
会員のニーズに応える新規事業を展
開するとともに、
開するとともに、各種収益事業の強化策を検討する。
各種収益事業の強化策を検討する。

◆「
改正商工会議所法」
の普及、商工会議所等の合併円滑化の推進
◆今後の中小企業支援のあり方や地域総合経済団体のあり方等についての検討
（
全国商工会連合会との共同）
◆新任期スタートに伴う全国の新役員・議員に対する研修会の実施、各地議員研修等
への支援
◆商工会議所ブランド力強化、商工会議所活動のＰＲ強化を目的とした広報活動の展開
◆日商の組織・財政・運営の強化・効率化についての検討
◆商工会議所の収益事業の強化に関する検討
◆ 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」の普及・
推進・
拡大
◆各種検定試験の「ネット試験」システムによる実施推進、「ＥＣ実践能力検定試験」をは
じめとした新たな時代に対応した検定試験の普及・
推進・拡大

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・的確な政策提言とその実現
w 日本経済の再生を図り、デフレ克服、景気対策を最優先課題とした提言・要望活動
w わが国の中長期的な国家運営、社会･経済運営、企業経営に関する重要政策事項への調査･研究･提言･要望
・地方分権、規制改革・行財政改革の徹底のための提言・要望
・三位一体改革や行政組織・
業務の減量効率化（アウトソーシング化）
等に関する研究・
提言・要望
・経済活力を重視した税制の実現に向けた今後のわが国の税制のあり方、税体系等に関する研究・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・
提言
・商法はじめ経済関係法制の改正、独占禁止法改正問題等に関する研究・提言
・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提言・要望
w政策委員会提言「デフレ克服と行財政・
社会保障・
税制の改革の方向〜活力ある日本の創造に向けて〜」
をはじめとする各種提言・
要望の実現に向けた取り組み
w 商工会議所における職業紹介事業への取り組みをはじめとする雇用のミスマッチの解消、人材移動の円
滑化、若年者の雇用促進、外国人労働者の受け入れの実現等各種労働・
雇用関係課題への対応
w「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 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 二国間・多国間経済委員会における東アジア諸国等との自由貿易協定（ＦＴＡ）
・
経済連携協定 （ＥＰＡ）の締結
の促進をはじめとしたわが国通商政策に関する調査・研究を通じた貿易・投資の自由化・
円滑化の促進
w ＦＴＡ特恵による原産地証明発給体制の整備に向けた調査・研究
w「
中国ビジネス研究会」
における各種情報・
データの整備、情報提供や視察ミッションの派遣を通じた対中
国ビジネスサポート体制の拡充・
強化
w ＡＢＡＣ日本委員の活動支援等を通じ、日本企業のアジア・
太平洋地域での貿易・投資の促進
w 訪中欧・ロシア経済ミッションはじめ各種経済ミッションの派遣、受け入れを通じた諸外国との経済交流の促進、
関係の強化
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

など

Ⅴ Ｉ
Ｔ時代に対応した商工会議所事業の展開
wＩ
Ｔ時代に対応した各種検定試験の推進

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、金融対策、技術革新、人材確保、創業・
経営革新等への対応
・
「
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
・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・貸付等の普及・
推進による中小企業へ
の円滑な資金供給の確保、動産担保、電子債権市場などの新たな金融手法の調査・
研究等
・地域金融の機能強化のための適切な対応
・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
・企業経営や技術開発等への取り組みを人材面から支援する「企業等ＯＢ人材活用推進事業」
の実施
・経営相談関連データベース、情報ネットワークの活用促進による経営相談事業の高度化、効率化
・｢創業塾｣ 、｢第二創業コース｣の開催、第二創業事例集の作成・
配布等による創業・経営革新への支援
w 不良債権処理問題、金融問題、個人保証問題等に関する調査・研究・提言
w 消費税の制度改正に関する講習会の開催、「ＷＥＢ消費税ガイド」の充実等を通じた中小企業の対応支援
w 知的財産（
特許・実用新案・商標等）権の制度見直し、活用方策等の研究
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
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 各地域のＴＭＯに対する支援、「大店立地法」に基づく指針の見直し問題を含む街づくり３法のあり方の検討、
計画的な土地利用の実現の検討、「まちづくり条例センター」の運営の円滑化等を通じた街づくりの推進
w「ＪＡＰＡＮブランド育成支援事業」
の推進、「地域産業空洞化克服のための関係機関協議会」（ＪＥＴＲＯなど
１０機関で構成）
の活動等を通じたものづくり振興の推進
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「観光小委員会」提言の実現、「商工会議所観光振興大会」
(仮称)の開催、産業観光・街道観光・都市型観
光など「ニュー・ツーリズム」の振興、インバウンド（外国人観光客の誘致）
の推進のための調査・研究等を通
じた観光振興事業の支援
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」、メールマガジン
「
街づくりニュース」等の一層の充実による街づくり、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「産消交流」
による相互理解の促進 など

・申込、試験実施、採点・
合否判定までインターネットを介して実施する「
ネット試験」
の推進
・電子商取引、電子認証、情報セキュリティ、ネット関連法規等に関する幅広い知識と実践的なスキルをも
つ人材の育成を目的に創設した「ＥＣ実践能力検定試験」の普及・
推進
・
「電子メール活用能力検定試験」、「
日商ビジネス英語検定試験」、「
計算能力検定試験」の普及・
拡大
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」
の普及・
推進、サービス範囲の
拡大とその啓発・普及のための教育・
研修講座の開催等
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「
オンラインマーク制度」の普及および国際取引環境整備に関する調査・
研究
w 各地商工会議所の実施する企業向け情報化セミナー・研修会等の開催支援
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 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 商工会議所合併規定の創設、地区特例の拡大、特商基準の見直し等、「
改正商工会議所法」
説明会の開催、法
の適用･運用や諸課題の調査・研究、各種の情報提供・
事例紹介等を通じた会議所合併の円滑化の推進支援
w 今後の中小企業支援のあり方や地域総合経済団体のあり方等についての検討（全国商工会連合会との共同）
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 各地商工会議所の財政基盤強化に向けた会員サービス事業・収益事業の一層の普及促進･改善や新規事業
開発の検討
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 商工会議所の使命、議員の役割や当面する諸課題への認識を深める「新任役員・議員研修会」の開催
w 商工会議所ブランド力強化に向けた広報活動のあり方の検討、各地商工会議所の広報活動の支援､各種メディ
アを通じた商工会議所活動のＰＲ強化
w 検定ホームページ等を通じた各種検定試験のＰＲ・
情報提供サービスの強化等による受験者数の拡大
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 日商の組織・財政・
運営の強化・効率化についての検討 など

