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Ⅰ 総括的概要 

東日本大震災から５年が経過し、被災地全体では復旧・復興は進んでいるものの、時間の経過に伴い地

域間や業種間で進捗に大きな差が生じている。福島県は、今もなお風評被害や生活再建、産業・雇用の維

持創出、廃炉・汚染水対策、除染、コミュニティ再建などの深刻な課題に直面している。 

こうした中、現地訪問や被災地商工会議所との懇談会などのあらゆる機会を捉え、現場の復興状況や

ニーズの把握に努め、「平成 28 年度中小企業・地域活性化関係施策に関する意見・要望」（７月 16 日）、

「東日本大震災からの復興に関する意見・要望 ５年後の確実な復興・創生の実現とその先を見据えた取

り組みを」（２月 18 日）をとりまとめた。次年度以降の十分な支援の継続や販路開拓支援による中小企業

の早期経営再建への支援などを復興大臣はじめ政府関係各所に働きかけた結果、平成 28 年度予算として、

中小企業組合共同施設等災害復旧事業（グループ補助金）の継続、水産加工業の販路回復支援の拡充など

が実現した。また、東北六県商工会議所連合会が実施する「伊達な商談会」や「東北六魂祭」などの復興

イベントや政府の支援施策などを積極的に情報発信するととともに、各地商工会議所と連携して復興庁

などに職員を派遣した。全国商工会議所のネットワークを活用した「遊休機械無償マッチング支援プロ

ジェクト」を平成 23 年６月から実施し、震災で生産機械等を流失・損壊した被災地事業者の再建を支援

してきたが、被災地の実情を踏まえ、同プロジェクトを 12 月 31 日に休止し、販路回復・開拓支援に対策

を重点化した。同プロジェクトは、83 商工会議所 448 事業者から被災 10 商工会議所 323 事業者に対し、

計 3,266 件の機械等が提供され、被災事業者の事業再建に大きな成果を収めた。 

日本経済は、構造改革が進み、企業経営の足かせとなった六重苦が解消の方向に向かい、総じて企業活

動をめぐる環境は整備されつつあるが、中小企業や地域が景気回復を実感するまでには至っていない。当

所では、デフレマインド脱却と成長経済の実現に向け、産業競争力会議、経済の好循環に向けた政労使会

議、一億総活躍国民会議、未来投資に向けた官民対話など、国の重要会議に正副会頭等が参画し、「企業

の発展」、「地域の再生」、「日本経済の成長」の実現に向け、安倍総理等に直接意見・提言した。また、個

別重要政策課題については、震災復興、地方創生、観光振興、規制改革、科学技術、中小企業政策、税制、

社会保障、労働政策、エネルギー、マイナンバー等 23 本の提言をとりまとめ、国務大臣等との懇談会を

定期的に開催し、商工会議所の意見を直接大臣等に要望した。 

その結果、法人実効税率の 20％台へのさらなる引下げ、中小企業が取得する機械・装置の固定資産税

の半減措置、創業・第二創業支援事業者向け補助金等が措置されたほか、科学技術基本計画に政府研究開

発投資対 GDP 比１％や中小企業の特許取得推進が盛り込まれるなど、商工会議所の多くの意見が反映さ

れた。地方創生と中小企業の活力強化に資する規制改革要望項目の多くが実現に向かって動き出した。ま

た、地方創生の障害となる自治体の規制を改革する「地方版規制改革会議」の設置を強く呼びかけた。 

中小企業支援については、小規模事業者への伴走型支援を推進するため、各地商工会議所の経営発達支

援計画の策定を推進し、129 商工会議所が認定を受けた。また、「小規模事業者持続化補助金」を通じ、小

規模事業者の販路開拓を支援した（採択件数 12,579 件）。消費税の再引上げを見据え、消費税価格転嫁対

策窓口相談を強化し、全国で講習会 2,323 回開催（9.6 万名参加）や巡回・窓口相談等（34 万件）を実施

するほか、中小企業の円滑な価格転嫁等を支援する小冊子やチラシ等を作成し、全国商工会議所を通じ、

全国の事業者に広く周知した。 

地域活性化では、全国商工会議所観光振興大会を静岡市で開催し、全国商工会議所が一体で観光振興に

取り組む「しずおかアピール」を採択し、「広域連携観光」を強力に推進した。地域資源の徹底活用によ

る地域活性化の取組みを推進するため、地域力活用新事業∞全国展開プロジェクトの実施、セミナーなど
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を通じた地域団体商標の積極的な活用を促進した。その結果、「中津からあげ」が商工会議所による初の

地域団体商標として登録された。第一次産業の競争力強化に向け、各地商工会議所に農林水産業団体への

入会促進を働きかけた結果、多くの商工会議所に農業団体、林業団体、水産業団体が会員となり、各地域

で農商工連携、六次産業化が推進された。中心市街地活性化の緊急的課題である「空き地・空き店舗問題」

について報告書をとりまとめ、利活用促進方策、先進事例などを全国的に共有化した。 

日本企業の海外展開支援、貿易・投資・ビジネス環境の整備に向け、三村会頭を団長とする訪タイ・マ

レーシア経済ミッションを派遣するほか、当所と日中経済協会、日本経済団体連合会との初の３団体合同

訪中団を派遣し、進出日本企業のビジネス環境改善等を首相はじめ政府要人に要請した。そのほか、実務

型ミッションを各国に派遣するとともに、日豪 EPA 活用促進に向けて小委員会で検討を重ねた。 

企業の輸出促進を後押しするため、EPA 締結国向けの特定原産地証明書を円滑に発行した（前年度比

13.6％増の約 23.4 万件）。また、海外展開支援室にて、各地商工会議所のミッション派遣等を支援した。 

多様な人材活用について、女性活躍推進法を踏まえ、「女性活躍推進ハンドブック」を発行し、中小企

業の女性活躍に向けた具体的な取組みを支援したほか、ジョブカード制度推進事業では、約 4,500 名の若

年未就業者等の正規雇用を後押しした。また、170 商工会議所が実施する出会いの場の創出事業について

予算措置を要望した結果、27 年度補正予算で地域活性化に資する婚活事業が補助対象となった。 

各地商工会議所の組織財政基盤・活動強化に向け、三村会頭をはじめ役職員が各ブロックとの懇談会等

に積極的に参画し、各地域や企業が直面する課題を聞き取り、対応策を提示するなど、「現場主義」、「双

方向主義」による商工会議所活動を推進した。７月には「夏季政策懇談会」を東京で開催し、 重要政策

課題に対する商工会議所の考え方などについて討議し、認識の共有化を図った。「石破地方創生担当大臣

と各地商工会議所の懇談会」では、各地方自治体が「地方版総合戦略」を年度内に策定する中、商工会議

所が当該地域で主体的に参画して、ビジョンづくりに貢献していく重要性を双方で確認した。重要政策課

題については、全国的に説明会を開催し（社会保障・税 72 回、エネルギー・環境 19 回）、TPP は 10 月の

大筋合意を踏まえ、政府と連携して利用促進の説明会を全国で開催した。 

小都市（人口 10 万人以下）商工会議所支援については、小都市商工会議所支援室で個別課題に対応す

るほか、課題や具体的な対応策を小都市商工会議所支援ワーキンググループで検討し、報告書をとりまと

め、先進的な取組み等の横展開を後押しした。そのほか、会員増強研修会を各地で開催するとともに、大

型店の入会促進に向け、運営専門委員会等で現状と阻害要因を確認し、対応策を研究した。 

商工会議所事業の強化について、簿記検定の受験者数減に歯止めをかけるため、「日商簿記検定再生ア

クションプラン」を策定し各地商工会議所と協働で取組みを進めた結果、前年度比４万人増（８％増）と

なった。また、企業の安心・安全な事業活動支援に向け、あらゆるリスクに対応する「ビジネス総合保険

制度」を開発（平成 28 年７月から事業活動開始）したほか、「業務災害補償プラン」は事業者ニーズに

マッチし、加入件数は５万件を超えた（前年度比 12％増）。 

全国商工会議所女性会連合会は石川県で全国大会を開催し（10 月、3,237 名参加）、第 14 回女性起業家

大賞の表彰式を実施した。日本商工会議所青年部は、岡山市で全国大会を開催した（平成 28 年２月、5,972

名参加）。 
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１．復興の加速化と福島再生の早期実現 

(1）被災地の実情を踏まえた政策提言と販路回復・開拓支援の強化 

＜政策提言＞ 

①集中復興期間の延長やグループ補助金の継続・拡充・要件緩和に向けた提言 

現地訪問や懇談会等のあらゆる機会を捉えて東日本大震災の被災地のニーズ把握に努めた。 

現地訪問では、平成 28 年１月 12 日に、原町・相馬・いわきの３商工会議所を、同年１月 25 日～

26 日に、塩釜・石巻・気仙沼の３商工会議所を、同年２月３日～４日に、宮古・釜石・大船渡の３商

工会議所を役職員が訪問した。震災後からの累計では、延べ 545 人が被災地を訪問した。 

懇談会では、12 月 17 日に、三村会頭をはじめとする役員と「福島県浜通り三商工会議所連絡協議

会」メンバー商工会議所会頭等との懇談会、平成 28 年１月 18 日に、三村会頭をはじめとする役員と

「東日本大震災沿岸部被災地区商工会議所連絡会」メンバー商工会議所会頭等との懇談会を開催し、

各地域の復興の現状や課題、国への要望事項等について意見交換を行った。 

こうした活動により得られた被災地の生の声を踏まえ、７月 16 日に、「平成 28 年度中小企業・地

域活性化関係施策に関する意見・要望」を決議し、平成 28 年度以降における十分な支援の継続、販

路開拓支援等による中小企業の早期経営再建、福島再生に向けた取り組みの確実な実施と支援の強

化等を訴えた。平成 28 年２月 18 日に、要望書「東日本大震災からの復興に関する意見・要望 ５年

後の確実な復興・創生の実現とその先を見据えた取り組みを」をとりまとめた。これら要望を復興大

臣をはじめとする政府関係各所に提出し、その実現を強く働きかけた結果、平成 28 年度に、中小企

業組合共同施設等災害復旧事業（グループ補助金）の継続、水産加工業の販路回復支援の拡充等の措

置が講じられた。 

 

＜具体的な支援事業＞ 

①被災地商工会議所を始め全国の商工会議所が実施する商談会等の開催支援（ノウハウ提供、専門家

派遣支援等） 

東北六県商工会議所連合会が実施する「伊達な商談会」を過年度に続いて積極的に PR・支援した。

同商談会は、全国のバイヤーを招聘し、被災地域の事業者との交流を通じて製品の安心・安全に対す

る認識を高め、販路回復・開拓をサポートするもので、平成 27 年度の商談件数は 1,028 件と、過去

２年（25 年度 850 件、26 年度 961 件）を上回った。成約率は 20.7％（３年間の平均は 23.3％）。成

約額は約３億 2,600 万円で３年間の合計は 7億 1,000 万円を超えた。 

 

②「ザ・ビジネスモール」「おもてなしギフトショップ」等、販路拡大等に資する各地商工会議所の

事業と連携し、横展開を促進しつつ各地会員の参加を呼びかけ 

平成 26 年度政府補正予算にて措置された中小企業庁の補助金(中小企業・小規模事業者情報プラッ

トフォーム活用支援事業。平成 27 年３月 31 日交付決定）を受けて、中小・小規模事業者および地域

支援機関(商工会議所等）を対象として、IT 利活用による販路拡大等をテーマに、全国（47 都道府

県）でセミナーを 179 回開催した。 

東北六県でも、インターネット上で商談や企業検索が行なえる商工会議所経営支援サービス「ザ・

ビジネスモール」のセミナーを２ヵ所（福島、郡山）で、商工会議所 EC サイト「おもてなしギフト
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ショップ」のセミナーを６ヵ所（むつ、塩釜、能代、山形、いわき、白河）で開催。商工会議所のネッ

トワークを活用した事業への参画を推進した。なお、「おもてなしギフトショップ」事業では、東北

六県の出店事業者の販売手数料および商工会議所の年間登録料の減免措置を行った。 

 

③遊休機械無償マッチング支援プロジェクトで被災地 323 事業者を支援 

平成 23 年６月に、全国商工会議所のネットワークを活用した「遊休機械無償マッチング支援プロ

ジェクト」をスタートさせ、東日本大震災により、生産機械等を流失・損壊した被災地事業者の再建

を支援してきた。 

震災発生から５年が経過し、売上向上・販路開拓等の販売面の支援策への重要性が増してきている

ことを踏まえ、７月 16 日の「第 44 回東日本大震災復旧・復興支援本部会議」にて、同プロジェクト

を 12 月 31 日に休止し、「販路回復・開拓支援」に経営資源を重点化させることを決定し、同日の第

646 回常議員会・第 249 回議員総会にて報告した。 

同プロジェクトは、全国 83 商工会議所 448 事業者から、被災地の 10 商工会議所 323 事業者に対

し、計 3,266 件の機械等を提供し、被災事業者の事業再建に大きな成果を収めた。 

 

④復旧・復興情報の発信（ホームページ、CCI スクエア、石垣、会議所ニュース、ツイッター等） 

ホームページ上の「東日本大震災復旧・復興支援情報」ページや公式ツイッター（喫茶店のマス

ター）を活用し、被災地商工会議所の商談会や物産展等の開催情報のほか、各地商工会議所による復

興支援マルシェ等の取り組み、復興庁等の販路回復や事業再開支援等に関する施策情報やイベント

情報を積極的に発信した。 

さらに、「会議所ニュース」や「石垣」で、復旧・復興を支援する全国の商工会議所の多様な活動

を広く情報提供するとともに、被災地の商工会議所の復興に向けた取り組みを重点的に発信した。 

（2）被災地の活性化の様々な取り組みを支援 

①「東北六魂祭」をはじめ復興イベントと連動した東北への視察、観光の推進 

東北の六大祭りが一堂に会する「東北六魂祭」の５月 30 日から 31 日の秋田市での開催に向け、各

種機会を捉えて広報活動等を実施するとともに、観光専門委員会の活動の一環として視察団を派遣

する等、イベント成功に向けた支援を行った。イベント当日は、パレードや郷土料理の販売、物産展

等が行われ、のべ 26 万人の来場者で賑わった。 

 

②各地商工会議所・会員企業と連携した人材の派遣推進 

被災地（岩手県、宮城県、福島県）の地方自治体と復興庁は、恒常的な人手不足のため、当所を含

む各経済団体に対して、復旧・復興事業を一層円滑に推進するため、広範な職種にわたる職員の派遣

を求めている。本要請を受け、各地商工会議所を通じて会員企業に社員派遣依頼を行い、地方自治体

に１社から２名を、復興庁本庁に１社１名を派遣した。 

商工会議所では、平成 24 年度から継続して、仙台商工会議所が宮城復興局に 1 名職員を、札幌商

工会議所が石巻商工会議所に１名職員を派遣した。当所からは、復興庁に職員１名を派遣した。 
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(3）福島再生の早期実現に向けて新たな時代を牽引する産業づくりや地域の取り組みを支援 

①生活再建、産業・雇用の維持創出、廃炉・汚染水対策、除染、コミュニティ再建等、福島再生に向

けた提言 

平成 28 年２月 18 日に、要望書「東日本大震災からの復興に関する意見・要望 ５年後の確実な復

興・創生の実現とその先を見据えた取り組みを」をとりまとめ、除染・汚染水処理や風評被害対策等

の迅速かつ確実な実行、国の指導の下での原子力損害賠償の確実な実施、企業立地促進のための税制

優遇等施策の拡充、地域全体の再生を牽引するプロジェクト等の早期実現を政府各所に要請した。 

また、福島の復旧・復興の加速に向けて 優先に実行すべきこととして、合理的な目標期限の設定

に基づく迅速な除染の完全実施や風評被害払拭に向けた、放射線リスクに関する科学的知見の周知

等とともに、産業集積形成や既存企業の生産拡大に向けた「福島産業復興企業立地補助金」による支

援の継続、復興特区による税制優遇措置や規制緩和のさらなる拡充等についても政府各所に要請し

た。 

 

②展示販売会・商談会の開催支援、ホームページ・会議所ニュース等を活用した福島産品の PR 促進 

福島商工会議所および輪島商工会議所が 10 月に東京で「福島・輪島物産展」を、福島県商工会議

所女性会連合会が７月と 10 月に東京で物産展「ふくしま市 in 神楽坂」を開催するに際し、ホーム

ページ等を通じて全国に広報した。福島県の「季節のくだもの」（配送販売）についても、例年同様、

常議員会やホームページを通じて全国に広報した。 

２．デフレ脱却と地方創生を目指した政策提言活動を展開 

（1）重要政策課題に対する政策提言力の強化 

ⅰ）国の重要会議への参画・国務大臣等との懇談会の開催 

産業競争力会議、経済の好循環に向けた政労使会議、一億活躍国民会議、未来投資に向けた官民対

話等、国の重要会議に三村会頭、副会頭等がメンバーとして参画。「企業の発展」「地域の再生」「日

本経済の成長」の実現に向け、安倍総理等に商工会議所の意見を直接提言・要望した。 

また、毎月の定例会議にあわせて国務大臣等との懇談会を開催し、個別重要政策課題について、商

工会議所の意見をタイムリーかつ直接提言・要望した。 

＜国務大臣等との懇談会の日程・次第は、７（10）その他会議をご参照＞ 

ⅱ）地方創生と人口減少問題への対応 

①地方自治体が策定する「地方版総合戦略」への各地商工会議所の積極的な提言を支援 

各地方自治体が策定する「地方版総合戦略」（2015～19 年度の５カ年改革）に商工会議所・産業界

の意見を反映させるため、各地商工会議所の役職員を対象に、地域指標等の整理・活用手法や、企画

提案作成等に係るスキルの向上・ノウハウの習得を目的とした「地域ビジョン策定研修会」を７月に

東京で開催した。 

また、政府等の動きをはじめ、地方創生に関する多種多様な情報を分かりやすく提供するため、CCI

スクエアライブラリー内に「地方創生コーナー」を創設し、一元的な情報提供に努めた。 

 

②「地域に人が残るしごととくらし」や「人の交流・定住を促す仕組み」づくりの促進 

政府の「産業競争力会議 実行実現点検会合」に、三村会頭が農業分野の主査として参画し、農林
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水産業の成長産業化に向けた施策の実行状況の点検を主導した。 

まち・ひと・しごと創生本部に設置された「地域しごと創生会議」に、日商副会頭等が出席し、地

域における「しごととくらし」づくりの取り組み促進に向けた議論に参画した。 

５月 13 日に決議した「国と地域の再生に向けた観光振興」において、地方創生の観点から重点的

に取り組む事項として、地域観光の核となる「交流拠点都市」の構築による全国各地への旅行者の分

散・拡大の推進等を要望した。 

「今後の観光振興策に関する意見～『新たな観光ビジョン』策定への期待～」（２月 18 日常議員会

決議）において、観光が地方創生、日本再生の切り札であるとの認識の下、インバウンド政策として、

特定都市に集中する外国人旅行者を全国各地に分散・拡大するための方策等を要望した。 

 

③コンパクトで賑わいある「まち」づくりの促進 

「平成 28 年度中小企業・地域活性化施策に関する意見・要望」（７月 16 日常議員会決議）におい

て、中心市街地における空き地・空き店舗の利活用促進に向けた地籍整備や登記のインセンティブ付

与、事業実施や権利調整の主体である「まちづくり会社」等への支援拡充等について政府等に要望し

た。また、「平成 28 年度税制改正に関する意見」（９月 16 日常議員会決議）において、コンパクトシ

ティ形成に向けた事業主体となる民間事業者への税制優遇措置の拡充や空き地・空き店舗の利活用

促進に資する税制措置等について要望した。 

(2）日本再出発の着実な実行に向けた政策提言  

①法人実効税率のさらなる引き下げ 

全国の商工会議所に対するアンケート調査結果等を踏まえ、税制専門委員会で検討を重ね、９月に

「平成 28 年度税制改正に関する意見」をとりまとめた。本意見を下に、政府・与党等に対して働きか

けた結果、法人税改革については、平成 28 年度は、現行の 32.11％から 29.97％へ、平成 30 年度に

29.74％への引き下げが実現した。課税ベース拡大による財源措置については、欠損金繰越控除およ

び外形標準課税の見直しが行われたが、いずれも、地域経済を支える中小法人への影響に配慮して、

大法人を中心に改革が行われた。 

中小法人については、一定の条件を満たす機械・装置の固定資産税を３年間２分の１に減免する初

めての措置が創設されたほか、少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例や、800 万円まで交際

費の全額損金算入を可能とする特例がそれぞれ２年間延長された。これらの改正を含む「所得税法等

の一部を改正する法律案」が平成 28 年３月 29 日に成立した（公布：平成 28 年３月 31 日、施行：平

成 28 年４月１日）。 

 

②消費税の軽減税率導入への対応 

ⅰ）消費税の複数税率導入時の諸課題を踏まえた反対活動の展開 

平成 27 年度与党税制改正大綱において、「消費税の軽減税率制度については、関係事業者を含む国

民の理解を得た上で、税率 10％時に導入する。平成 29 年度からの導入を目指して、対象品目、区分

経理、安定財源等について、早急に具体的な検討を進める。」とされたことを受け、商工会議所では、

複数税率は社会保障財源が失われ、社会保障制度の持続可能性を損なうこと、対象品目の線引きが不

明確で国民・事業者に大きな混乱を招くこと、新たに区分経理の事務が発生し、大きく事務負担が増

加することから、複数税率の導入に対して粘り強く反対活動を展開した。 
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その結果、平成 28 年度与党税制改正大綱において、「消費税の軽減税率制度を、平成 29 年４月１

日から導入する。あわせて、複数税率制度に対応した仕入税額控除の方式として、適格請求書等保存

方式（いわゆる「インボイス制度」）を平成 33 年４月１日から導入する。」とされたものの、「軽減税

率制度の導入に当たり混乱が生じないよう万全の準備を進めるため、政府に必要な体制を整備する

とともに、事業者の準備状況等を検証しつつ、必要に応じて、軽減税率制度の円滑な導入・運用に資

するための必要な措置を講ずる」こととされた。適格請求書等保存方式については、「軽減税率制度

の導入後３年以内を目途に、適格請求書等保存方式（インボイス制度）導入に係る事業者の準備状況

及び事業者取引への影響の可能性、軽減税率制度導入による簡易課税制度への影響、経過措置の適用

状況等を検証し、必要と認められるときは、その結果に基づいて法制上の措置その他必要な措置を講

ずる」とされた。 

12 月 17 日、消費税の軽減税率導入の決定を受け、「混乱なく消費税の軽減税率を導入するため、

政府・与党が取り組むべき対策について」をとりまとめ、対象品目の線引きや、区分経理の方法等、

軽減税率制度の詳細を早急に明らかにすること、中小企業のレジスターの導入や受発注・システムの

改修に対する助成措置等を政府・与党に要望した。その結果、平成 27 年度予算予備費から、レジ導

入・受発注システム改修費に対する補助金として 996 億円が措置されたほか、平成 28 年４月 12 日に

国税庁から「消費税の軽減税率制度に関する Q&A」が発表された。 

 

ⅱ）価格転嫁対策の周知・ＰＲ等による徹底 

全国の商工会議所において、「消費税転嫁対策相談窓口」を設置（514 か所）するとともに、2,323

回のセミナー・講習会等の開催（96,255 人参加）や 344,470 件の巡回・窓口等相談を実施した。 

あわせて、国や関係団体、様々な分野の専門家等と連携しながら、地区内の中小企業・小規模事業

者のニーズに応じた幅広い経営支援（価格の表示や設定方法、新商品開発、販路開拓等）を展開した。 

また、消費税転嫁対策を開設した小冊子の作成や各地商工会議所等への提供、指導員向け研修会の

実施、政府の施策情報等の提供を通じて価格転嫁対策の周知、PR 等を行った。なお、平成 28 年２月

からは、平成 27 年度補正予算事業により全国の商工会議所に窓口を設置し、軽減税率制度の周知徹

底を推進している。 

 

ⅲ）中小企業における消費税の価格転嫁および軽減税率の実態調査の実施 

平成 26 年４月１日の消費税率８％への引き上げに伴う中小事業者における消費税の転嫁の実態を

継続的に把握するとともに、消費税の複数税率の議論に備えるため、価格転嫁の実態調査にあわせて

軽減税率が導入された際の事業者の事務負担について調査を実施した。本調査結果をもとに、複数税

率の制度設計や、平成 29 年４月に予定されている消費税率 10％引き上げに向けた価格転嫁対策等に

ついて検討し、政府・政党に提言した。 

 

③科学技術・知財政策の検討および知財経営の推進 

ⅰ）中堅・中小企業のイノベーションによる競争力強化、地域経済の活性化に資する科学技術のあり

方等の検討 

わが国の科学技術の振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な計画であ

る「科学技術基本計画」が５年に１度の改定時期にあたることから、10 月、商工会議所として初の意

見書「地方創生に向けた『第５期科学技術基本計画』のあり方に関する７つの提言～中小・中堅企業
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と地域の視点から～」をとりまとめ、総合科学技術イノベーション会議等にその実現を働きかけた。

その結果、政府の研究開発投資対 GDP 比１％や中小企業の特許取得推進等、多くの項目が基本計画に

盛り込まれた。 

 

ⅱ）中小企業の知的財産の創造・活用・保護の推進 

科学技術・知財専門委員会において、知財紛争処理システムの改革に関する考え方をとりまとめ、

政府の知的財産戦略本部検証・評価・企画委員会知財紛争処理システム検討委員会にて意見を主張し

た。 

平成 28 年３月、同意見を含めた「知的財産政策に関する意見」をとりまとめ、中小企業が知的財

産を円滑に創造・活用・保護できる環境の実現に向け、知的財産戦略本部、特許庁、政党等への働き

かけを行った。その結果、知財紛争処理システム検討委員会報告書では、証拠収集手続きの強化や低

すぎる損害賠償額の是正、知財紛争に係る中小企業支援策の強化等が盛り込まれた。 

また、知的財産戦略本部検証・評価・企画委員会、産業構造審議会知的財産分科会、営業秘密官民

フォーラム、標準化官民戦略会議幹事会等の政府の会議への参画、ならびに関係省庁への働きかけを

通じて、中小企業の競争力強化や地方創生に資する知財政策の実現を図った。その結果、職務発明制

度に係る特許法第 35 条第６項の指針（ガイドライン）に商工会議所の意見が反映されたほか、民間

によるコンテンツの海外発信について政府の協力を得た。 

さらに、特許法や不正競争防止法の改正内容、営業秘密保護、標準化等について普及啓発を行った。 

 

④規制・制度改革の推進 

政府の規制・制度改革について、産業競争力会議との連携の下、規制改革会議で本格的な議論が行

われている。前年度に続き、地方創生や中小企業の活力強化につながる規制・制度改革の提案につい

て、各地商工会議所を通じて会員企業等から現場の生の声を集め、それらを 50 の意見にまとめ、５

月に「地方創生と中小企業の活力強化のための規制・制度改革の意見 50」として、規制改革会議、経

済財政諮問会議、産業競争力会議等に提出し、多くの意見が実現または実現に向けて動き出した。 

地方自治体の自治事務となり、国の関与が及ばない条例等の規制が地方創生の足かせとなる中、そ

の改革を推進する「地方版規制改革会議」の設置を要望したところ、国が地方自治体に対し、地方版

規制改革会議の設置を要請する文書を発出した。平成 28 年３月末時点で９つの自治体が設置検討の

意向を示し、そのうち３自治体が設置もしくは設置に向けて動きだした。 

 

⑤中小企業の活力強化 

政府の中小企業関係施策について、全国の商工会議所へのアンケート調査結果等に基づき、中小企

業政策専門委員会で検討を行い、７月に「平成 28 年度中小企業・地域活性化施策に関する意見・要

望」をとりまとめた。 

その実現を働きかけた結果、平成 27 年度補正予算（平成 28 年１月成立）および平成 28 年度予算

（平成 28 年３月成立）において、創業・第二創業・事業承継支援等をはじめとする経営支援、小規模

事業者支援、地域経済の中核となる中堅・中小企業支援等、中小企業の活力強化や地域の活性化に資

する施策において、商工会議所の要望の多くが実現した。 

創業・第二創業支援については、創業に関する知識・ノウハウの習得やビジネスプランの作成等を

支援する「創業スクール事業」（平成 27 年度は、55 商工会議所が実施）が、平成 28 年度予算でも措
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置された。また、産業競争力強化法に基づく創業支援事業計画については、平成 28 年１月時点で、

商工会議所地区で 439 件の計画が認定され、それらの計画には創業支援事業者として 403 商工会議

所が参画している中、平成 28 年度予算において、創業支援事業者向けの「創業支援事業者補助金」

および創業・第二創業者向けの「創業・第二創業促進補助金」が講じられた。 

事業承継支援については、事業引継ぎ支援センターが全国 46 か所に増設された（うち 30 か所が商

工会議所に設置）。 

平成 27 年度補正予算において、「ものづくり補助金」（ものづくり・商業・サービス新展開支援補

助金）が講じられ、設備投資を伴わない「小規模型」、IoT 等の技術を用いて生産性向上を図る「サー

ビス・ものづくり高度生産性向上支援」が新たに講じられる等、要望の多くが実現した。 

小規模事業者支援については、「商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律の

一部を改正する法律（小規模支援法）」に基づき 293 商工会議所が「経営発達支援計画」の申請を行

い、第２回認定までに、129 商工会議所が認定された［平成 28 年４月（第３回認定・再申請分）に、

新たに 88 商工会議所が認定され、認定数は 217 商工会議所となった］。また、小規模事業者の経営計

画作成・販路開拓の取り組みを支援する「小規模事業者持続化補助金」が、平成 27 年度補正予算で

講じられ、補助上限額（通常 50 万円）を 100 万円上限に引き上げるケースとして「海外展開の取り

組み」が追加されるとともに、予算配分について事前に商工会議所地区と商工会地区の予算を配分す

る方式が廃止された（都道府県の小規模企業対策予算については、⑯ご参照）。 

消費税転嫁対策事業については、12 月に消費税軽減税率の導入が閣議決定されたことに伴い、「消

費税軽減税率対応窓口相談等事業」が平成 27 年度補正予算で講じられた。 

地域経済を牽引する中堅・中小企業支援のさらなる成長のため、プロジェクトマネージャーを活用

して事業化戦略の立案・販路開拓等のプロジェクトを支援する「地域中核企業創出・支援事業」が、

平成 28 年度予算で講じられた。「地方の中核となる中堅・中小企業への支援パッケージ」について

は、平成 28 年３月に新たな支援策が追加・改訂され、全国各地で説明会が開催された。 

 

⑥労働・雇用環境の整備 

ⅰ）各地商工会議所（会員企業）を対象とした「 低賃金引き上げの影響に関する調査」の実施 

賃金上昇や雇用拡大を起点とした経済好循環の更なる拡大実現に向けて、政府から経済界に対し賃

上げ要請があり、賃上げが企業経営にどのような影響を及ぼすかを調査目的とした「 低賃金引き上

げの影響に関する調査」を各地商工会議所会員企業へ実施した。あわせて、労働力不足の実態や外国

人材の活用等に関する「人手不足への対応」も調査を実施した（中小企業 2,625 社から回答、回答率

64.5％）。調査結果では、 低賃金の引上げについて、「影響はない」と回答した企業の割合は 10 円

引き上げ時は約６割（59.9％）であるが、20 円引き上げ時には 50.3％と、9.6 ポイント減少するこ

とが明らかになった。 

これらを踏まえ、中央 低賃金審議会において、「 低賃金の引上げが企業経営に与えるインパク

トは、年々強まっている。中小企業や小規模事業者にとって、ベースアップに相当する 低賃金の引

上げは当該企業事業者の生産性向上と切り離すことなくセットで考えるべき」等を主張した。審議に

あたっては、地域の実情を踏まえた審議が行われるよう、地方 低賃金審議会の自主性を発揮すべき

であると主張した。 終的に、審議会の答申は、公益委員見解として、Ａランクで 19 円、Ｂランク

18 円、Ｃランク 16 円、Ｄランクで 16 円という引き上げ額の目安を地方 低賃金審議会に示すこと

となった。これを受けた地方 低賃金審議会での審議の結果、26 年度の地域別 低賃金は、全国加
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重平均で 798 円となり、前年度に比べ 18 円の引き上げとなった。 

ⅱ）労働専門委員会において労働政策の諸課題・改善策を検討 

各地商工会議所や東京商工会議所の労働委員会委員等へのヒアリング等通じ、少子高齢化による人

手不足や、防衛的な賃上げや社会保険料増加等のコスト増等、中小企業の実態を把握し、労働専門委

員会において、労働政策に関する諸課題を整理、改善策を検討した（平成 28 年４月に「雇用・労働

政策に関する意見」をとりまとめた）。 

平成 27 年より時期が変更された就職・採用活動については、学生の学業への時間の確保が本来の

目的であったが、水面下での採用活動が行われる等、諸問題が明らかになったことから、東京商工会

議所の会員大学との意見交換や調査を実施し意見集約を図り、採用時期を２ヶ月前倒しするよう商

工会議所の意見を表明した。その結果、（一社）日本経済団体連合会では、採用選考のルールである

「採用選考に関する指針」を見直し、当所の主張と同じく、採用選考開始時期を８月から６月へ２ヶ

月前倒しすることとした。 

 
 

ⅲ）労働政策審議会等において制度改善に向けた商工会議所の意見を表明 

厚生労働省・労働政策審議会等、政府の各会議に商工会議所の関係者を委員として派遣し、中小企

業の実態等について、特に、人手不足に向けた対応が喫緊の課題であるとの認識の下、商工会議所の

意見を表明した。その結果、女性の活躍推進に向けた「女性活躍推進法」や、若年者の雇用促進を目

的とした「若者雇用促進法」が成立した他、高齢者の就業拡大に関する「高齢者雇用促進法」が改正

される等、人手不足に対応した多様な人材の活躍に関する制度が整備された。 

 

⑦女性の活躍推進 

総合政策委員会では、９月、女性の就労意欲を阻害する要因を取り除き、女性の活躍を一層推進す

るため「女性の働きたい意志を尊重した税・社会保険制度に関する提言」をとりまとめ、その実現を

関係先に働きかけた。その結果、特定の年収を境に手取り額が逆転するいわゆる「130 万円の壁」を

緩和するため、労働時間の延長等を実施した事業者に対する補助金制度が拡充された。 

 

⑧低廉・安定的なエネルギー供給の確保 

ⅰ）電力コスト上昇抑制に向けた意見・要望書とりまとめ 

長期にわたる原子力発電所の停止による化石燃料の輸入増、再生可能エネルギー固定価格買取制度

（FIT）による賦課金負担増等の影響により、産業用電気料金は東日本大震災前の平成 22 年度からの

４年間で約４割上昇し、電力多消費産業を中心とした中小・零細企業の経営に悪影響を及ぼしてい

る。 

電力コストの上昇は、賃上げや雇用創出、新規の設備投資のみならず、足元の雇用維持や事業存続

すらも困難とし、地域経済に甚大な悪影響を及ぼしかねないとの認識の下、「中長期的なエネルギー

ミックス策定に向けた基本的考え方」を４月に公表した。電力コスト上昇に一刻も早く歯止めをかけ

るため、FIT の早期抜本的見直しや安全が確認された原子力発電の順次速やかな運転再開等を訴える

とともに、電源構成については、発電コストが低廉で昼夜を問わず安定的に稼働できる「ベースロー

ド電源」を「６割程度」確保することを基本に位置づけるべきであると主張した。本提言は経済産業

省および環境省をはじめ政府・与党等関係各方面に配布し、震災以後に顕在化したエネルギー問題の
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現状を訴えた。 

また、エネルギーミックス（長期エネルギー需給見通し）や温室効果ガス削減に向けた約束草案、

FIT 見直しに関する政府のパブリックコメントに対して意見を提出するとともに、総合資源エネル

ギー調査会基本政策分科会電力需給検証小委員会、同調査会省エネルギー・新エネルギー分科会新エ

ネルギー小委員会、産業構造審議会産業技術環境分科会地球環境小委員会等にも委員を派遣し、商工

会議所の意見を主張した。 

 

ⅱ）原子力発電所等の視察を通じた現場の実態に関する情報発信の強化 

「安全が確認された原子力発電の運転再開」を主張し、引き続き、その着実な実行を求めていくた

めには、「原発立地地域の意向」や運転再開を通じた「地域経済等への波及効果」等を正確に把握し、

原子力発電の運転再開の必要性の理解を深めるとともに、現場の実態を情報発信する必要があると

の認識の下、４月に「柏崎刈羽原子力発電所（東京電力）視察」、11月に「川内原子力発電所（九州

電力）視察および川内商工会議所との懇談会」を実施した。 

「柏崎刈羽原子力発電所視察」では、三村会頭をはじめ、西川・柏崎商工会議所会頭等の原発立地

地域の商工会議所役員等が参加し、免震重要棟や原子炉建屋等を視察し、東京電力から安全対策等に

ついて説明を受けた。三村会頭から、「東日本大震災以降の電気料金上昇は特に中小企業への影響が

大きく、安全が確認された原子力発電所の運転再開を訴えていきたい」との発言があった。 

「川内原子力発電所視察および川内商工会議所との懇談会」では、大橋副会頭（神戸商工会議所会

頭）をはじめ、エネルギー・環境専門委員会およびエネルギー・原子力政策に関する研究会の委員等

が参加し、中央制御室やタービン建屋、緊急時対策所等を視察した。山元会頭を含む川内商工会議所

幹部との懇談会では、運転再開へ向けた地元経済界としての取り組みや経済効果等について説明を

受けた後、活発な意見交換が行われた。 

平成 28 年１月、経済産業省資源エネルギー庁が東京で開催したエネルギーミックスに関するシン

ポジウムに、全国商工会議所女性会連合会の山崎会長がパネリストとして登壇し、再生可能エネル

ギー固定価格買取制度（FIT）による電力コスト上昇、原子力発電所が立地している地域に対する感

謝の念を持つことの重要性等を主張した。 

 

ⅲ）「日商エネルギー・環境ナビ」を通じて、各地商工会議所や中小企業に役立つ情報の提供、およ

び商工会議所の取り組みや意見を対外的にアピール 

各地商工会議所や中小企業に役立つ情報提供、当所の提言・要望を含む商工会議所の取り組みを

「日商エネルギー・環境ナビ」を通じて対外的にアピール（環境関連ニュース 102 本、ツイッター524

回発信）したほか、会員の中小企業等が自社の事業活動による二酸化炭素排出量を把握する「CO2

チェックシート」（エクセル版）を引き続き提供し、その普及に努めた（平成 28 年３月末現在の利用

登録は 1,395 社）。 

 

ⅳ）環境と経済の両立を原則とする地球環境問題への対応 

公益財団法人日本容器包装リサイクル協会の委託業務である「容器包装リサイクル事業」、ならび

に独立行政法人環境再生保全機構の委託業務である「公害健康被害補償業務（汚染負荷量賦課金の徴

収業務）」を実施商工会議所の協力を得て円滑に実施した。 

容器包装リサイクル制度は、平成 18 年の制度改正後５年を目途に見直しを行うものとされ、産業
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構造審議会産業技術環境分科会廃棄物・リサイクル小委員会容器包装リサイクルワーキンググルー

プおよび中央環境審議会循環型社会部会容器包装の 3R 推進に関する小委員会において制度の評価・

検証が行われた。両会合に委員を派遣し、社会全体のコスト低減を目指す立場に基づき商工会議所の

意見を主張した。 

温室効果ガスの排出削減量・吸収量を国が認証する「J-クレジット制度」について、政府の「J-ク

レジット制度運営委員会」に委員として参画し、本制度の普及活動に協力した。 

 

⑨観光振興等による地方創生 

ⅰ）観光委員会・観光専門委員会等での観光振興に関する調査・研究、政府等への意見活動 

全国の商工会議所を対象に「商工会議所における観光振興の取り組み」に関する調査を実施した

（全 514 商工会議所が回答）。地域の観光客の入込状況やインバウンド、スポーツツーリズムな等の取

り組み状況等について、人口規模別、ブロック別、都道府県別に集計を行い、平成 28 年２月に調査

結果を公表し、59 か所の取り組み事例をテーマ別、地域別に紹介した。 

観光立国推進閣僚会議が策定している「観光立国実現に向けたアクション・プログラム」の改定に

向けて、観光専門委員会で検討し、５月に「国と地域の再生に向けた観光振興について」をとりまと

めた。同意見書では、地域観光の核となる「交流拠点都市」（仮称）の構築による全国各地への旅行

者の分散・拡大の推進や観光地間にライン（２地点間）型、トライアングル（３地点間）型、ラウン

ド（多地点間）型といった地域の特色を反映した広域観光ルートの開発等を要望した。太田国土交通

大臣をはじめ政府等関係各所に同意見書を提出し、その実現を働きかけた結果、広域観光周遊ルート

の形成や海外発信等の様々な戦略的プロモーションにより、ゴールデンルートに集中する訪日外国

人を地方に誘客すること等、多くの商工会議所の意見が「観光立国実現に向けたアクション・プログ

ラム」に盛り込まれた。 

また、安倍内閣総理大臣を議長とする「明日の日本を支える観光ビジョン構想会議」における観光

ビジョン策定の動きを踏まえ、２月に「今後の観光振興策に関する意見～『新たな観光ビジョン』策

定への期待～」をとりまとめた。安倍内閣総理大臣はじめ政府等関係各所に同意見書を提出し、その

実現を働きかけた結果、３月に策定・公表された「明日の日本を支える観光ビジョン」において文化

財の保存から活用や観光関係の規制・制度の総合的な見直し等意見の多くが反映された。 

 

ⅱ）観光関連産業の育成・イノベーションに向けたビジネス環境整備の実現 

５月にとりまとめた「国と地域の再生に向けた観光振興について」において、観光統計の整備と利

用の促進やツアーオペレーターの資質向上に向けた認証制度の普及や通訳案内士をはじめとする観

光人材の育成等も要望した。 

 

⑩強い農林水産業の実現 

５月に決議した「地方創生と中小企業の活力強化のための規制・制度改革の意見 50」において、農

地の集約化・大規模化や、株式会社による農地の直接所有等、強い農林水産業の実現に向けた規制緩

和を提言した。 

11 月、「森山農林水産大臣と日本商工会議所との懇談会」を開催し、農林水産業の生産性向上・競

争力強化に必要な制度の改善や、TPP 締結後の農業育成・振興策等について、活発な意見交換を行っ

た。 
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林業分野においては、「林業復活・地方創生を推進する国民会議」（会長：三村日本商工会議所会頭、

事務局：一般社団法人日本プロジェクト産業協議会）による産業界を挙げた提言書のとりまとめに積

極的に参画した。 

 

⑪社会保障の重点化・効率化 

ⅰ）社会保障専門委員会等での調査・研究 

社会保障専門委員会において、社会保障給付の重点化・効率化を軸とした持続可能な社会保障制度

（年金、医療、介護）の再構築実現に向けた改革のあり方や、医療・介護を今後の成長産業として捉

えた「ヘルスケア産業の創出」等について研究・議論を実施したほか、社員の健康増進を通じて企業

の生産性を向上させる「健康経営」の推進についても研究した。 

 

ⅱ）社会保障審議会の各部会（医療保険、介護保険、年金、企業年金、福祉）等での意見活動 

厚生労働省・社会保障審議会の各部会（医療保険、介護保険、年金、企業年金、福祉）に委員を派

遣し、経済界の立場から持続可能な社会保障制度の実現に向けた制度改革について商工会議所の意

見を表明した。特に、年金部会で議論が進められてきた公的年金制度改革では、年金額改定ルールの

見直しや年金積立金管理運用独立行政法人のガバナンス強化等が盛り込まれた。 

 

⑫貿易、投資の自由化・円滑化に向けた TPP の早期締結、経済連携協定の促進 

ⅰ）関係省庁や交渉相手国の経済団体との意見交換の実施 

TPP が大筋合意に至るまでのハワイ、ヒューストンにおける政府間交渉に際し、現地に役職員を派

遣し、政府と密接な情報交換を行うとともに各国経済団体からの情報収集に努めた。大筋合意後の２

月、三村会頭を団長とするミッションがタイを訪問し、プラユット首相に TPP への早期参加を促し

た。 

RCEP については、東アジアビジネスカウンシル（EABC）の RCEP ワーキンググループの活動を通じ

て、当所が 16 カ国の民間で既存の FTA の利用状況や企業ニーズ等を調査し、RCEP の推進の一助とし

た。 

 

ⅱ）経済連携協定の交渉状況や妥結結果に関する迅速な情報発信および経済連携協定妥結時の各地

商工会議所における協定の利用促進・普及啓発説明会の開催 

10 月、日本含む交渉参加 12 ヵ国により大筋合意に至った TPP 協定の普及啓発および利用促進を目

的に、各地商工会議所や JETRO、中小企業庁等と協力・連携した「TPP 説明会」を全国 49 カ所で実施

し、延べ約 2,200 人が参加した。 

 

⑬商法（運送・海商関係）・会社法・独禁法等経済法規改正への対応 

経済法規専門委員会において、企業の競争力強化に資する経済法規改正を実現するべく、検討を

行った。中小企業を始めとした事業者が活力ある経済活動を展開できるよう、関連する諸法規の改正

動向や運用状況を注視し、調査研究・意見要望活動を実施した。具体的には、明治 32 年の法制定以

来、初めての見直しとなる商法（運送・海商関係）の改正に対応するため、経済法規専門委員会の下

に設置した商法改正検討会で、荷主や運送人等の関係者の適切な役割や責任分担の観点から検討し、

法制審議会商法（運送・海商関係）部会に委員を派遣して意見を主張するとともに、平成 27 年５月
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に「商法（運送・海商関係）の改正に関する中間試案」に対する意見を提出した。その結果、平成 28

年１月 27 日に法制審議会でとりまとめられた「商法（運送・海商関係）改正に関する要綱」には、

現代の実務を踏まえた規律へと適切な見直しが行われたほか、荷主と運送人の責任のバランス、中小

企業の視点等、多くの点において、商工会議所の意見が反映された。 

平成 26 年改正会社法附則第 25 条の見直し規定により、改正が検討されている会社法について、法

務省や経済産業省、有識者等から構成される会社法研究会に委員を派遣して中小企業の立場から改

正の方向性について意見を主張した。 

競争法については、中小企業の事業活動への負担軽減の観点から「独占禁止法審査手続に関する指

針（案）」に対する意見を提出するとともに、「独占禁止法・下請法」および「景品表示法」をテーマ

としたセミナーを開催し、企業への情報提供と理解促進を図った。 

 

⑭衆議院選挙制度改革に対する対応 

衆議院の選挙制度改革について、衆議院議長の下に設置された「衆議院選挙制度に関する調査会」

に地方分権・行財政改革専門委員会の荒木毅共同委員長（富良野商工会議所会頭）が参画し、定数削

減と小選挙区における一票の格差是正について証拠会議所の意見を表明した。平成 28 年 1 月、①衆

議院議員定数を 10 削減し、②都道府県の議席配分を現行のドント式からアダムス式とする等の 終

答申がとりまとめられた。 

本答申に基づき①平成 27 年国勢調査に基づき衆議院定数を 10 削減し、②議席配分方式について

は平成 32 年大規模国勢調査に基づきアダムス方式を導入する公職選挙法改正案が第 190 回国会に提

出され、５月に成立した。 

 

⑮キャリア教育の推進等の教育における産業界と教育界の連携の強化 

ⅰ）教育委員会・教育専門委員会等での調査・研究 

教育専門委員会において、高等教育におけるキャリア教育のあり方を中心に、インターンシップを

はじめとした産学連携教育のあり方や、これまでのキャリア教育の効果・評価について調査・研究し

た。 

11 月、各地商工会議所におけるキャリア教育活動の先進事例や今後の課題等を「商工会議所キャ

リア教育活動白書」としてとりまとめ、各地における教育支援活動の促進に向けた啓発・普及を行っ

た。調査に回答した 374 商工会議所のうち 284 商工会議所と約８割（75.9％）が教育支援・協力活動

を実施。毎年実施商工会議所数は増加しており、調査を開始した平成 20 年度（190 か所）から 94 か

所増加。前回調査した平成 24 年度（267 か所）との比較では 17 か所増加（約６％増）する等、各地

商工会議所のキャリア教育活動の輪が地域に根差した活動として全国的に広がってきている。 

商工会議所におけるキャリア教育活動は、外部から高い評価を得ており、経済産業省が主催する

「第６回キャリア教育アワード」において、京都商工会議所環境エネルギー特別委員会の「小学生へ

の環境学習事業」が奨励賞を受賞した。経済産業省・文部科学省が共催する「第５回キャリア教育推

進連携表彰」においても、那覇商工会議所青年部の「お仕事せんせいプロジェクト」が奨励賞を受賞

した。 

 

ⅱ）教育再生に係る政府等への意見活動 

中央教育審議会「実践的な職業教育を行う新たな高等教育機関の制度化に関する特別部会」に委員
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を派遣し、地方創生や地域経済の中核を担う中小企業の観点から商工会議所の意見を表明した。 

理工系人材の育成・活躍の促進方策等について、産学官の行動計画を策定するため、文部科学省・

経済産業省に設置された「理工系人材育成に関する産学官円卓会議」に、東商ものづくり推進委員会

の横倉隆共同委員長が委員として参画し、商工会議所としての意見を表明した。 

 

⑯小規模企業振興対策予算の拡充に向けた要望 

11 月、全国知事会に「小規模企業振興対策予算等の拡充に関する要望」を提出した。小規模企業の

振興と地方創生の実現に向けて、①経営改善普及事業を中心とした平成 28 年度の小規模企業振興対

策予算の拡充および確実な執行、②小規模・中小企業条例の制定と同条例への商工会議所の支援機関

としての位置付けと小規模企業振興施策を推進するための財政上の措置の明記、③地方創生新型交

付金の活用による小規模・中小企業の高付加価値化・生産性向上の取り組みについて、商工会議所と

緊密に連携して事業を推進することを強く求めた。 

なお、小規模企業の振興と地方創生の実現には、基礎自治体である「市」の役割も重要であること

から、本要望書を全国市長会にも提出した。 

３．新たな挑戦を行う中小企業をワンストップ・ハンズオンで支援 

（1）小規模事業者への「伴走型支援」を推進 

①小規模事業者に対する伴走型の事業計画策定・実施支援の推進 

「商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律の一部を改正する法律（小規模支

援法）」に基づき、平成 27 年度に「経営発達支援計画」の経済産業大臣認定を受けた商工会議所は 129

か所となった。 

認定を受けた商工会議所が実施する小規模事業者支援事業を補助する「伴走型小規模事業者支援推

進事業」を実施し、62 商工会議所の伴走型支援の取り組みを支援した。また、認定地商工会議所にお

いては、小規模事業者が 7,200 万円までの低利融資を受けられる新貸付制度（小規模事業者経営発達

支援資金）を利用し、地域経済活性化等に資する売上の増加や収益の改善等、事業の持続的発展のた

めの取り組みを行う小規模事業者の支援を行った。 

各地商工会議所の経営発達支援計画の策定に向けて、計４回の研修会を開催し、参加した 383 商工

会議所に計画策定のポイントを解説した。また、中小企業委員会等において、計画の認定を受けた商

工会議所による事例発表を３回実施し、優れた取り組みの横展開を図った。さらに、平成 26 年度補

正予算で講じられた、第２回・第３回認定での経営発達支援計画申請に向けた計画策定のための検討

会等の開催や、調査実施に係る経費を補助する「経営発達支援計画策定推進事業」を実施し、43 商工

会議所の計画策定を支援した。 

 

②経営計画策定セミナー・個別相談会事業や小規模事業者持続化補助金の活用促進 

小規模事業者は、資金や人材といった経営資源に大きな制約があることに加え、商圏や取り扱う商

品・サービスが限定されており、人口減少による需要減少の影響を大きく受けている。こうした小規

模事業者に対し、商工会議所等の支援を通じて経営計画に基づく経営の推進を図るとともに、策定し

た経営計画に基づき販路開拓に取り組む費用を支援することを目的に、政府の平成 26 年度補正予算

において、「小規模事業者支援パッケージ事業」が措置され（平成 27 年２月 18 日交付決定）、前年に



－16－ 

 

引き続き、経営計画作成支援セミナー・個別相談会事業の実施や小規模事業者持続化補助金の活用促

進に取り組んだ。 

経営計画作成支援セミナー・個別相談会事業は、全国の 250 商工会議所に事業実施を委託し、平成

27年３月から５月にかけて、延べ250回の小規模事業者向けセミナー等が開催された（参加者は4,919

名）。 

小規模事業者持続化補助金は、小規模事業者が、地元商工会議所の支援を受けながら経営計画に基

づいて取り組む、創意工夫を凝らした地道な販路開拓に係る費用を支援することを目的とし、補助上

限額を原則 50 万円として補助するもの（補助率３分の２）。２年目となる平成 26 年度補正予算事業

では、雇用の増加、従業員の処遇改善のほか、新たに、買い物弱者対策に取り組む事業者についても、

補助上限額を 100 万円に引き上げるとともに、複数の小規模事業者が連携して取り組む共同事業も

応募可能とした。平成 27 年２月から公募を開始し、第一次受付分（平成 27 年３月 27 日締切）とし

て 3,028 件、第二次受付分（同年５月 27 日締切）として 5,259 件を採択した。さらに、同年７月に

追加公募を実施し（同年７月 31 日締切）、4,292 件を採択して、小規模事業者の販路開拓の取り組み

を支援した。 

また、政府の平成 27 年度補正予算においても「小規模事業者支援パッケージ事業」が措置され（平

成 28 年２月 19 日交付決定）、３年目となる小規模事業者持続化補助金の活用促進に取り組むべく、

平成 28 年２月に公募を開始した（同年５月 13 日受付締切）。平成 27 年度補正予算事業では、補助上

限額引き上げ対象に、海外展開に取り組む事業者を追加したほか、販路開拓と合わせて行う業務効率

化（生産性向上）に要する費用も補助対象経費として認めることとした。 

 

③小規模事業者経営改善資金融資や新設された経営発達資金の推進、経営者保証に関するガイドラ

インの普及等の金融の円滑化の推進支援 

中小企業の資金繰りや資金調達の動向等を把握するため、７月と平成 28 年１月に、金融実態調査

を実施した。金融機関の貸出姿勢、中小企業金融円滑化法終了後の中小企業からの資金繰り相談状

況、設備投資等に伴う新規融資の相談状況等について継続的に調査を行い、結果を各地商工会議所に

周知した。 

多様な中小企業の事業再生を支援する中小企業再生支援協議会は、全国 47 か所に設置されており、

そのうち 31 か所は商工会議所が設置主体となっている。平成 27 年度の活動状況は、暫定リスケ案件

を中心としたフォローアップや事業者の抜本的な事業再生に向けた支援等、より質の高い支援業務

が強化されている。 

経営指導を金融面から補完する小規模事業者経営改善資金融資制度（マル経融資）について、商工

会議所における平成 27 年度の推薦実績は、件数 24,249 件（前年度比 104.5％）、金額 1,551 億 3,682

万円（同 109.2％）であった。商工会を含む全体の融資実績は 2,495 億 6,598 万円（同 111.5％）で、

予算上の当初貸付規模 2,600 億円に対する消化率は 96.0％となった。 

平成 26 年度からの貸付限度額の拡大（1,500 万円から 2,000 万円）等について事例集等を作成し、

９ブロックでの中小企業相談所長会議等を通じて、各地商工会議所に周知徹底を行った。 

マル経融資推薦業務の経験が浅い各地商工会議所の経営指導員を対象に、同融資の推薦に必要な基

礎知識の習得を目的に、実務研修（マル経基礎研修）を実施した。 

平成 27 年度より新設された制度融資、経営発達支援計画認定商工会議所による事業計画の策定指

導および助言を受ける小規模事業者を対象に資金面の補完をする小規模事業者経営発達支援資金に
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ついて、融資実績は 12 件、１億 360 万円となった。 

(2）企業再生・事業継続・経営安定対策の強化 

経営安定特別相談事業に関わる経営指導員のさらなる資質の向上を目的に「経営安定対策事業研修

会」を７月、11 月に開催した。研修会では、業況不振に陥った中小企業に対する経営改善計画策定支

援や、災害時にも主力事業の機能を維持するための BCP（事業継続計画）の策定支援、事業承継支援、

経営者保証に関するガイドラインについて、経営指導員が個別・具体的なアドバイスを能動的に行え

るようレベルアップを図った。 

195 商工会議所に設置している経営安定特別相談室は、事業者からの経営再建や事業承継等の相談

に対応し、経営安定化に向けた各種支援を行った。 

「経営者保証に関するガイドライン（以下、ガイドライン）」については、中小企業基盤整備機構が

実施する全国 100 カ所でのガイドラインセミナーの周知、参加勧奨を行った。また、ガイドライン適

用の円滑化を図るためガイドライン Q&A の改訂、事例を拡充した参考事例集の周知を行うとともに、

CCI スクエア・当所ホームページに公表し、全国の商工会議所に周知・PR した。さらに、小規模事業

者経営改善資金融資制度（マル経融資）研修会や経営安定対策事業研修会、全国９ブロックで開催し

た中小企業相談所長会議での説明に加え、政府インターネットテレビにおける番組の撮影協力（商工

会議所を舞台とする動画の撮影）を行う等、同ガイドラインの普及促進を図った。 

自殺対策においては、経済産業省との情報交換を通じて、「自殺予防週間」「自殺対策強化月間」等

における政府の各種取り組みについての周知や、中小企業に対するきめ細かい相談対応、中小企業の

経営上の悩みに対する各種相談窓口の周知、中小企業に対する震災対応の各種支援策の周知を行い、

相談対応の強化を図った。 

（3）中小・中堅企業の「新たな挑戦」を支援 

①マイナンバー制度の円滑な導入 

平成 28 年１月に導入されたマイナンバー制度について、４月、事業者の円滑な導入に向けて、中

小事業者に対する周知徹底や、相談体制の整備、システム改修等費用負担への経済的支援等を求めた

「マイナンバー制度に係る事業者への周知徹底等に関する要望」をとりまとめ、福田峰之内閣府大臣

補佐官に手交した。また、内閣府と連携し、中小規模事業者向けの冊子を制作し、全国の商工会議所

を通じて 17 万部を配布した。 

 

②サービス業等の生産性向上や、ネットショップ等の活用による広域の販路開拓等を実現するため、

支援セミナー・専門家相談による支援の実施 

サービス産業はわが国の GDP の約７割を占め、地域経済の活性化には、サービス産業の生産性向上

が不可欠である。IT 等を活用することで、従来の商圏にとどまらない広域な販路の開拓が可能とな

ることから、企業の生産性向上やネットショップ等 IT の活用による広域の販路開拓に資する各種支

援セミナーを開催した（計 58 回、3,195 名が参加）。 

 

③株式会社商工組合中央金庫（商工中金）との連携による中小・中堅企業の経営支援強化 

日本商工会議所と株式会社商工組合中央金庫（商工中金）による「中小・中堅企業および地域の活

性化に係る連携強化の覚書」（平成 26 年 12 月９日）に基づき、各地商工会議所と商工中金の各支店



－18－ 

 

における協力・連携が進展している。各々が有する機能を相互に活用しながら、「広域的なビジネス

商談会」「商工会議所ブランド認定企業に対する優遇融資」「海外展開支援」等の連携の幅を拡大させ

ている。 

こうした連携事例を全国の商工会議所に水平展開することを目的に平成 26 年 12 月に発行された

「商工会議所と商工中金との連携事例集（第１版）」に続き、10 月に「商工会議所と商工中金との連携

事例集（第２版）」を発行、各種経営指導員向け研修会やイントラネット等での配信により各地商工

会議所と商工中金の各支店の協力・連携の促進を図った。 

④「創業スクール事業」をはじめ、各地商工会議所における創業・第二創業支援事業の推進 

創業に関する知識・ノウハウの習得やビジネスプランの作成等を支援する「創業スクール事業」は

平成 26 年度に引き続き平成 27 年度予算でも講じられ、54 商工会議所が実施した。産業競争力強化

法に基づく創業支援事業計画については、平成 28 年１月時点で、商工会議所地区で 439 件の計画が

認定され、それらの計画のうち、商工会議所が「創業支援事業者」として関与している計画は 404 件。

平成 27 年度に国の創業支援策に関わっている商工会議所は、403 商工会議所（重複除く）。 

 

⑤事業引継ぎの支援 

中小企業・小規模事業者の後継者を経営者の親族内で確保することが困難となりつつあり、外部承

継に対する潜在需要が高まっていることを受け、事業引継ぎ支援センターが全国 47 都道府県に設置

され、そのうち 30 か所は商工会議所が設置主体となっている。 

事業引継ぎ支援センターの平成 27 年度の活動状況は、中小企業・小規模事業者 4,924 社の相談に

対応し、事業引継ぎの成約件数は 209 件となり、窓口相談企業数、事業引継ぎ成約件数ともに大幅に

増加傾向にある。 

こうした小規模な事業の円滑な引継ぎのため、中小企業庁発行の「事業引継ぎガイドライン」「事

業引継ぎハンドブック」の周知や、中小企業基盤整備機構の事業承継ポータルサイトによる事業承継

事例の紹介等を通じて、事業引継ぎ支援について積極的な広報・PR 活動を行った。 

 

⑥知的財産関連セミナーの実施による知財経営の推進  

中小企業は、人材や資金、情報の不足により重要な経営資源の一つである知的財産を十分に活用で

きていないため、中小企業に知的財産の重要性を啓発するとともに、共同開発やライセンス等の知財

活用の際に不可欠な「契約」をテーマに、東京商工会議所との共催により、セミナー「技術契約の基

礎知識」（６月 12 日）を開催し、120 名が参加した。 

 

⑦事業継続計画（BCP）策定に向けた講習会・ワークショップ等の実施支援 

中小企業に対する BCP の普及促進と理解の深化へ向け、BCP セミナーの開催、BCP 策定・運用のた

めのワークショップの実施、専門家派遣の各事業を実施した。 

セミナーでは、６地域・200 社を対象に講習会を実施し、BCP の意義と必要性を説いた。BCP 策定・

運用ワークショップ事業では、50 社を対象に、カリキュラムに基づき、BCP 未策定事業者に対する策

定支援を行い、地域事業者のリスク管理体制のベースアップを図った。 

専門家派遣事業では、５社に対して、模擬演習等を通じた、策定済み BCP の運用改善や包括的な指

導・助言を実施した。 
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並行して、経営指導員が行う会員企業への BCP に関する指導力向上のため、BCP 指導マニュアルを

作成し、各地商工会議所の経営指導員 3,416 名および補助員 1,106 名に配布した。 

 

⑧地域中小企業の経営に資する情報をデジタルガイドブック（商工会議所ライブラリー）で提供 

会員はじめ地域事業者に対して、企業におけるマイナンバー制度対策等の有益な情報をタイムリー

に提供できる「商工会議所ライブラリー」を運用し、中小企業の経営に資する情報提供等を広く実施

した（平成 28 年５月現在 181 タイトル掲載。282 商工会議所がホームページ等にバナーをリンク）。 

特に、中小企業における人手不足や販路拡大、長時間労働等のさまざまな経営課題に対応するた

め、IoT を始めとする IT ツールの導入・活用による経営力強化・生産性向上が期待されているテー

マについては独自に資料を作成。本年度は、中小企業での活用が注目されているタブレット POS レジ

の導入について分かりやすく解説した「やってみよう！ タブレット端末を使った POS レジ・モバイ

ル決済入門～導入と活用のポイント解説～」を作成した。 

（4）消費税率の再引上げを見据えた対応の強化 

①消費税価格転嫁対策ならびに消費税軽減税率制度導入に関する相談、経営力強化支援 

消費税率の引上げに伴う小規模事業者の価格転嫁対策の普及に向け、全国の商工会議所と連携して

消費税転嫁対策窓口相談等事業を推進した。全国の商工会議所では、平成 27 年度中に講習会等を

2,323 回開催し、96,255 人が参加。巡回・窓口相談等件数は、344,470 件となった。 

消費税軽減税率制度が平成 29 年４月に導入される予定を踏まえ、消費税軽減税率対策窓口相談等

事業を開始した。全国の商工会議所に平成 28 年２月から相談窓口を設置して、同制度の円滑な導入

に向けた事業者支援を推進した。 

経営指導員等の知識能力向上を支援するため、平成 27 年６月から７月にかけて全国９ブロックで

計 10 回の研修会を開催し、延べ 337 人が参加した。 

 

②中小企業の円滑な価格転嫁・消費税軽減税率導入を支援するための小冊子・チラシを作成 

10 月に予定していた消費税率 10％への引上げ延長を踏まえ、「ケースで考える消費税率引上げ対

策」を６月に改訂した。また、平成 26 年４月の消費税率８％への引上げ時に発生した様々な影響の

振り返りや、価格表示、新商品開発、資金繰り、消費税転嫁対策特別措置法への対応等について、事

業者支援の際のツールとして活用できるよう、「中小企業のための消費税率引上げ対策」と題した、

「１．特別措置法」「２．販売促進」「３．資金繰り」の３種類の小冊子を計 53 万部作成し、９月に全

国の商工会議所等に提供した。 

さらに、消費税軽減税率制度を事業者へ迅速に周知するため、軽減税率制度のポイントをまとめた

周知用のチラシを平成 28 年３月に作成して、全国の商工会議所に 14 万部配布した。 

(5）各地商工会議所の経営支援力の向上 

①「第４回商工会議所経営指導員全国研修会（支援力向上全国フォーラム）の開催 

経営指導員間のネットワークを強化し、全国の商工会議所における中小・小規模企業に対する支援

力を向上することを目的に、「商工会議所経営指導員全国研修会（支援力向上全国フォーラム）」を７

月に東京で開催した。全国の商工会議所の経営指導員ら 193 人が参加し、経営支援における好事例や

ノウハウの水平展開等を目指したワークショップ等を行った。研修会の結びは、経営者との信頼関係
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を構築し、「意識」「意欲」を引き出すこと、専門家・地域金融機関・地方自治体等と連携しながら、

経営者の課題解決を強力にサポートすること、所内情報共有や研鑽に取り組むとともに、「全国に広

がる経営指導員ネットワーク」を思う存分活用すること等をまとめた、「東京アピール」が採択され

た。 

 

②経営指導員向けの具体的支援の手法を学ぶテーマ別実践研修会の開催 

経営指導員の支援力の向上を推進するため、当所では、都道府県ごと、もしくは各地商工会議所に

おける研修を補完する位置付けで、経営指導員向けの実践型研修を開催した。具体的には、創業支援

や、伴走型支援、マル経を中心とした金融相談に必要な基礎知識の習得、経営安定対策（倒産防止）

事業における実務対応スキルの習得や、実在の企業を題材とした経営改善提案実習等を実施した。 

 

③各種事例集の作成、「経営指導員向けメールマガジン」の発行等による好事例の共有および対外的

な発信 

全国商工会議所の経営指導員等の参考資料として、「商工会議所経営支援力強化事例集」、「マル経

融資の動向と貸付増加に向けた取組みの事例集」および「商工会議所と商工中金との連携事例集（第

２版）」、を作成・提供し、先進事例の水平展開を図った。 

また、経営指導員メルマガを毎月発信することで、経営指導員の手元に直接、補助金や施策情報を

提供した。 

 

④「中小企業の会計に関する基本要領」の普及 

中小企業基盤整備機構と各地商工会議所が共催する「中小企業会計啓発・普及セミナー」および各

地商工会議所が主催する会計に関連するセミナー・研修等を、のべ約 300 回開催（約 6,300 名が参

加）。中小企業の経営者が、自ら中小会計要領の内容を理解し活用できるよう積極的に取り組んだ。 

 

⑤情報セキュリティセミナー開催 

中小企業の事業活動においても IT は大きな役割を担っているが、個人情報の漏洩等の情報セキュ

リティに関するリスクも増大しており、対策や知識向上が求められていることを踏まえ、各地商工会

議所と連携し、情報セキュリティの重要性や動向、事例等を紹介する「中小企業情報セキュリティセ

ミナー」を開催した（５商工会議所（さいたま、龍野、広島、福山、新居浜）と７コースを共催、計

233 名が参加）。 

 

⑥中小企業 IT 経営支援の強化をテーマとする、経営指導員向け研修会を開催 

中小・小規模事業者における IT 利活用は、販路拡大・生産性向上を担う具体的な支援ツールが求

められており、６月、経営指導員等を対象に、商工会議所 EC サイト「おもてなしギフトショップ」

の導入や活用事例を紹介する「おもてなしギフトショップ（EC）出店支援担当職員説明会」を東京で

開催した（42 名が参加）。 
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４．地域の資源を徹底活用した地域力の再生・成長の促進 

(1）広域連携観光を強力に推進 

①歴史・文化資源の「再発見」と「学び」による観光振興をテーマとした全国商工会議所観光振興大

会の開催 

11 月には、静岡県静岡市等で、「全国商工会議所観光振興大会 2015 in しずおか」（第 12 回）を開

催、全国の商工会議所関係者等約 1,500 人が参加した。「歴史・文化資源の『再発見』と『学び』に

よる観光振興」をテーマに、全体会議・全体交流会・分科会・エクスカーションを実施した。地域の

歴史・文化資源の「再発見」による観光振興事例について学び、静岡県・山梨県でしか体験できない

富士山をはじめ当該地域の歴史・文化に沿ったニューツーリズムの取り組みを地域の人々との交流

を通じながら体感した。また、第８回「全国商工会議所きらり輝き観光振興大賞」の表彰式を行うと

ともに、それぞれの地域が有する歴史・文化を深く掘り下げ、再検証し、地域の魅力ある資源として

磨きあげ、新たな観光開発に取り組むことを共通認識としてまとめた「しずおかアピール」を採択し

た。 

 

②きらり輝き観光振興大賞の実施による地域資源の掘り起しと活用 

観光立地域による観光立国の推進と地域活性化に資することを目的に、他の範となる観光振興の取

り組みを行っている商工会議所を顕彰する「全国商工会議所きらり輝き観光振興大賞」を実施した。

今回で８回目となり、５月 26 日から６月 26 日の期間に募集を行い、厳正な審査の結果、計９商工会

議所を入賞案件として発表し、「全国商工会議所観光振興大会 2015 in しずおか」で表彰した。 

【「平成 27 年度 全国商工会議所きらり輝き観光振興大賞」受賞商工会議所】 

○大賞 

富山商工会議所（富山県）「自然」「産業」「文化」を結ぶ「交通」を柱に、県をあげて産業観光

を推進 

○振興賞 

長野商工会議所（長野県）善光寺御開帳を活用した広域観光の推進 

福山商工会議所（広島県）まちなみと現代アートの融合により新たな地域の魅力創造 

○観光立“地域”特別賞 

ひたちなか商工会議所（茨城県）「タコ日本一宣言で地域に元気を促す 

児島商工会議所（岡山県）地場産業で地域の再生・発展を図る「児島ジーンズストリート構想」 

○奨励賞 

久慈商工会議所（岩手道）「あまちゃん」のロケ地として北三陸の魅力発信 

熱海商工会議所（静岡県）熱海コレクション「A－PLUS」を活用した観光振興と地域連携事業の

推進 

美濃商工会議所（岐阜県）自然、IT を活用した新たな顧客層への発信とブランドの構築 

小浜商工会議所（福井県）若狭小浜の“癒し”グルメと観光情報発信プロジェクト 

 

③都道府県・ブロック単位での「観光担当」や「観光委員会・部会」会合の開催、講師の派遣 

全国９ブロックで観光連絡担当間の交流・連携の促進を図ることを目的に、「観光連絡担当研修会」

を開催した。各研修会では、須田観光委員会共同委員長による講演「商工会議所が地域の観光振興に
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取り組むうえで求められる役割等について」や日商事務局による商工会議所の観光振興の取り組み

状況について報告のほか、各商工会議所における観光振興の取り組みの事例発表や参加者間による

グループディスカッション等が行われた。 

また、各ブロック・県連単位で開催された観光関係の会議に日商事務局が講師として出席し、商工

会議所の観光振興の取り組み状況等について説明を行った。 

 

④各地の訪日外国人旅行者拡大に向けた受入れ体制整備への支援（免税店制度の普及、Wi-Fi 環境の

整備等） 

５月にとりまとめた意見書「国と地域の再生に向けた観光振興について」や平成 28 年２月にとり

まとめた意見書「今後の観光振興策に関する意見～『新たな観光ビジョン』策定への期待～」におい

て、訪日外国人旅行者拡大に向けた受入れ体制整備への支援を要望した。その結果、平成 28 年度予

算に「訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業」として、80億円が新規事業として予算措置され

た。 

 

⑤観光振興に関する調査の実施および先進的取り組み手法のフィードバック 

５月から８月にかけて、全国の商工会議所を対象に「商工会議所における観光振興の取り組み」に

関する調査を実施し（514 商工会議所が回答）、平成 28 年２月に調査結果を公表した。本調査では、

地域の観光客の入込状況やインバウンド、スポーツツーリズム等の取り組み状況等について、人口規

模別、ブロック別、都道府県別に集計を行い、59 箇所の先進的な取り組み手法をテーマ別、地域別に

紹介しフィードバックを行った。 

 

⑥国内外への地域観光関連情報の発信の強化 

全国の商工会議所が実施しているお祭りや花火大会等のイベント情報を集約した「全国商工会議所

お祭りカレンダー」を４月に日商ホームページ内に設置し、随時更新を行い、タイムリーな情報提供

に努めた。 

全国 514 商工会議所に設置した観光連絡担当向けメールマガジンの配信や、CCI スクエアの専用

ページを通じて、観光関連情報を発信した。 

(2）地域資源を徹底活用して行う持続可能な地域活性化の取り組みを推進  

①全国展開プロジェクトの取り組み拡大による地域資源を活用した新商品開発、販路開拓を促進 

地域資源を活かした新商品や観光プロジェクト等を開発して全国に展開することを目指す取り組

みを支援するため、「地域力活用新事業∞全国展開プロジェクト（小規模事業者地域力活用新事業全

国展開支援事業）」を実施した。本年度は、調査研究事業、本体事業１、２年目の３事業を行い、76

件のプロジェクトが採択された。 

プロジェクトを実施する商工会議所への側面支援として、専門家を派遣して事業の円滑な推進に向

けた実践的なアドバイス、指導等を実施するほか、過年度の全国展開プロジェクトで開発された商品

の更なる改良と販路の拡大に向け、コンサルタントや専門家の派遣、商品改良や販売戦略、商談シー

トの作成等を一貫して支援する伴走型のサポートを行った。 

さらに、各プロジェクトで開発された特産品や観光商品等の商品改良や販路開拓を支援するため、

世界 大級の観光総合見本市「ツーリズム EXPO ジャパン 2015」（９月）や国内 大級の見本市「東
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京インターナショナル・ギフト・ショー」および同時開催の食の専門見本市「グルメ＆ダイニングス

タイルショー」（平成 28 年２月）での『feel NIPPON』、「IFFT / インテリア ライフスタイル リビン

グ」（11 月）での『技のヒット甲子園』、「スーパーマーケット・トレードショー2016」（平成 28 年２

月）での『ニッポンまるしぃ』といった共同展示商談会の出展や、「2k540 AKI-OKA ARTISAN」「日本

百貨店しょくひんかん」でのテストマーケティングの開催を実施した。 

そのほか、本プロジェクトを紹介する WEB サイト「feel NIPPON」を活用したプロモーションにも

力を入れ、Facebook を活用した本事業の認知度向上や開発された商品、各地域の取り組みの PR 支援

を強化した。 

 

②地域団体商標の普及・積極的活用の促進等による地域ブランドの確立に向けた取り組み支援 

平成 26 年４月の特許法等の一部改正により、商工会議所においても地域団体商標の登録申請が可

能となったことを受け、本制度を活用し、地域ブランドの育成につなげていくため、セミナーや研修

会等を通じた制度概要の説明をはじめ、各地商工会議所へ地域団体商標の積極的な活用を平成 26 年

度に引き続き呼びかけた。 

平成 28 年１月、中津商工会議所による「中津からあげ」が商工会議所による初の地域団体商標と

して登録されたほか、２月には、一宮商工会議所による「一宮モーニング」、真岡商工会議所による

「真岡木綿」がそれぞれ登録された。 

 

③地域資源活用マニュアルを活用したセミナー等の開催による各地の取り組みの促進・支援 

地域資源を活用した新商品の開発や地域における多様な産業の連携、観光振興の推進において、商

工会議所の役割が高まっており、地域のコーディネーターとしての商工会議所職員の資質向上を図

ることを目的に研修会を６回開催した。事業創造に成功した商工会議所を会場に、事業の担当者や関

係者等を講師に成功のためのノウハウや事業の考え方等を視察を含めた実践形式で学んだ。 

研修内容や先進事例を整理し、地域資源の活かし方から商品の売り方までのノウハウをまとめた地

域資源活用マニュアルの第４弾を発行した。 

 

④農業協同組合等と連携した農商工連携の取り組み促進 

平成 26 年度から、各地商工会議所に対し、商品開発や販路拡大等の取り組み強化に向けた農林水

産業団体への働きかけを呼びかけており、「農業協同組合（JA）が商工会議所に入会している」が 251

か所、「林業団体が入会している」が 128 か所、「水産業団体が加入している」が 148 か所に増加した

（「商工会議所の現状に関する調査」（平成 27 年３月現在））。 

 

⑤「オリンピック・パラリンピック等経済界協議会」を中心に、インバウンド等地方への誘客や地域

産品の PR・利活用の促進に向けた具体策とりまとめ 

「オリンピック・パラリンピック等経済界協議会」において、地方自治体や地方企業との連携・協

働に向けた検討が行われた。 

平成 28 年３月、日商・東商は、「2020 年オリンピック・パラリンピック等の気運盛り上げに関す

る要望」をとりまとめて、大会組織委員会に提出した。本要望では、全国的な経済波及に関するもの

として、中小企業の受注機会の拡大や事前キャンプの誘致を通じた地域活性化、全国各地の地域資

源・文化資源の積極的な活用について訴えた。 
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⑥社会資本整備専門委員会による高速道路・都市間高速交通・地域公共交通・空港・港湾等の整備の

あり方の検討およびそれに基づく意見活動 

６月 26 日、第４回社会資本整備専門委員会において、政府で策定検討中の「国土形成計画」およ

び「社会資本整備重点計画」について討議し、７月 16 日、「新たな国土形成計画（全国計画）（原案）

に対する意見について」を、９月 15 日に「社会資本整備重点計画（原案）に対する意見」をとりま

とめ、政府に提出した。 

(3）中心市街地活性化等地域商業の緊急的課題への取り組みを強化  

①「空き地・空き店舗の利活用促進に関する研究会」における報告書のとりまとめ、先進事例の情報

発信・横展開 

12 月、「空き地・空き店舗の利活用促進に関する研究会 報告書～地方創生の基盤となる「まち」の

活性化に向けて～」をとりまとめ、中心市街地活性化の阻害要因となっている空き地・空き店舗問題

の実態把握と利活用促進方策、先進的な利活用促進事例等を全国の商工会議所等に周知した。 

 

②コンパクトシティの取り組みを支援する法制度（活用事例の共有、改正中心市街地活性化法、改正

都市再生特別措置法、改正地域公共交通活性化・再生法等）の活用促進 

小規模都市を中心とする約 30 の商工会議所を訪問し、改正法制度等について詳細な情報提供を行

い、その活用を促すとともに、さらなる支援措置の拡充・改善にむけた情報収集や意見交換を行った。 

 

③まちづくり特別委員会 

まちづくり特別委員会は、本年度に３回開催し、コンパクトでにぎわいのあるまちづくり実現の大

きな課題となっている、空き地・空き店舗問題の解決方策に関する検討や改正後のまちづくり関連法

制度の効果検証、先進地域の取組事例の共有、政府関係者との意見交換等を行った。12 月には、第５

回委員会を長崎県佐世保市において開催し、商工会議所等が取り組む中心市街地活性化の利活用等

に向けた取り組みの視察や空き地・空き店舗の利活用促進に関する研究会報告書の検討等を行なっ

た。また、平成 28 年３月に開催した第６回特別委員会では、同報告書を踏まえた提言の策定に向け

た検討を行なった。 

 

④各地商工会議所と地方自治体、まちづくり会社、商店街等の多様なまちづくりの関係者とのネット

ワークの構築・強化の推進 

（独）中小企業基盤整備機構・中心市街地活性化協議会支援センターが東京および全国各ブロック

で開催する「中心市街地活性化協議会交流会」等に参画し、各地商工会議所、自治体、まちづくり会

社、タウンマネージャー等、幅広いまちづくりの関係者との情報交換・連携の強化を図った。 

⑤中心市街地活性化、地域商業再生への取り組みの普及・検討に向けた現地調査の実施 

12 月、大分県大分市・竹田市において、「平成 28 年度まちづくりセミナー」を開催した。各地商工

会議所から 20 名が参加し、商工会議所・まちづくり会社等による持続可能なまちづくり（まちの経

営）について、まちづくりの現場視察や関係者との意見交換等を行った。 
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⑥法制度の改正や支援策等に関する各地商工会議所への情報提供 

CCI スクエア等を通じて、まち・ひと・しごと創生本部をはじめとする政府の施策検討状況や商店

街等の支援施策に関する情報提供を行った。 

５．企業の海外展開支援の強化 

(1）貿易・投資・ビジネス環境の整備と交流促進 

①中小企業のグローバル化推進を踏まえた会頭ミッションの派遣 

平成 28 年２月、東京商工会議所と合同でタイとマレーシアに三村会頭を団長とする経済ミッショ

ンを派遣した。両国の首相をはじめとした閣僚との懇談で、「TPP への参加」（タイ）、「TPP を通じた

連携強化」（マレーシア）、「ASEAN における基準・認証・表示制度の調和」等を要望した。特に、マ

レーシアでは高速鉄道計画への日本企業の参加について、選定において安全や人材育成、技術移転等

も含めたトータルの評価を求めた。タイでは、タイ商業・工業・金融合同常任委員会との間で中小企

業支援分野での連携に関する覚書を締結した。 

 

②円安対応・輸出促進につながる実務型ミッションの派遣、海外展開セミナーの開催 

日印経済委員会は、９月にインド現地事情視察ミッションをムンバイ、チェンナイ、ベンガルール

に派遣し、14 名が参加した。自動車、IT、食品加工関連企業や州政府投資促進機関への訪問、現地商

工会議所や日本商工会等との交流を行った。また、同月、インド投資促進セミナーを開催し、実際に

インドで事業展開する自動車部品製造等の中堅・中小企業３社から説明を聞いた。 

日本メコン地域経済委員会は、10 月にベトナムにミッションを派遣し、工業団地等を視察したほ

か、ハナム省党の人民委員会との懇談を通じ、地方政府との関係強化を図った。12 月はにインドネ

シア投資調整庁のフランキー・シバラニ長官を招いてインドネシア投資セミナーを開催、237 名が出

席した。平成 28 年３月にはメキシコ投資セミナーを開き、自動車産業を中心に発展を続ける同国の

投資環境を説明した。 

 

③過去 大規模となる合同訪中団を北京に派遣 

11 月１日から５日、日中経済協会、（一社）日本経済団体連合会と合同で初めて訪中団を派遣。参

加者数は３団体合計で約 220 名と過去 大規模となった。 

４日には、李克強国務院総理と人民大会堂で全団員が謁見を実施。日本の経済界の代表者が中国の

総理と面会するのは６年ぶりのこととなった。また、工業や中小企業の分野を所管する商務部の代表

らと懇談を実施したほか、日中起業家対話では日中の金融保険、自動車製造、電力エネルギーなどの

分野 130 社以上から企業関係者約 300 人が出席した。中国国際貿易促進委員会・姜増偉委員長との間

で日中両国の経済貿易関係の発展を促すため、協力覚書が締結された。 

合同訪中団終了後には、11 月９日に３団体代表で安倍総理を表敬訪問し、結果報告を行った。 

④第９回日韓商工会議所首脳会議を開催 

９月、大韓商工会議所と「第９回日韓商工会議所首脳会議」を福岡で開催。日本側から三村会頭ら

13 名、韓国側から朴（パク）会長をはじめ大韓商工会議所の副会長他 13 名が参加した。 

首脳会議では、両国の経済状況および今後の展望、日韓の民間協力の現状と課題、両国商工会議所



－26－ 

 

事業のベストプラクティス等の説明があった。意見交換では、日本側から、西村中小企業委員長より、

大阪商工会議所が取り組んでいる韓国企業の誘致支援の紹介があったほか、井上特別顧問から、韓国

人材の受け入れと育成の取り組み、また、佐々木特別顧問からは、日韓双方向の観光振興についての

説明があった。 

⑤日豪・日 ASEAN をはじめ二国間・多国間経済委員会活動の活性化 

日豪経済委員会は、平成 27 年１月の日豪経済連携協定（日豪 EPA）発効を機に、６月に「EPA 活用

小委員会」を発足した。同協定によって設置された両国政府の「経済関係の緊密化に関する小委員会」

に産業界の意見を具申するとともに、EPA 活用による日豪間の新たなビジネス分野等の研究も行っ

た。 

ASEAN 日本経済協議会は、７月にクアラルンプールで第２回新産業官民対話を、11 月に在京大使と

の懇談を開催し、国内外に活動の場を広げた。平成 28 年から東アジアビジネスカウンシル（EABC）

議長国に日本が就任したのを受け、東京で会議を開催し、あわせてマル経融資制度を各国に紹介し

た。また、RCEP 協定等の質の高い広域経済連携を求めて、対象 16 カ国で JETRO と共同で調査を実施

した。 

日印経済委員会は、第 40 回日印経済合同委員会会議を 10 月に東京で開催し、「インフラ分野にお

ける日印協力の進展」「メイク・イン・インディア～課題と展望」をテーマに議論した。 

日本パキスタン経済委員会は、11 月、イスラマバードにおいて第７回日本・パキスタン民間経済

人会議を開催し、同国の中長期的な経済発展を念頭に、産業政策や同国への進出支援等について討議

した。 

日比経済委員会は、日比国交正常化 60 周年を記念して２月に、フィリピン・マニラで第 34 回会合

を開催し、両国から 117 名が参加した。 

日本・カナダ商工会議所協議会は、３月に、カナダ・バンクーバーで第２回合同会合を開催、188

名が参加した。カナダでの合同会合は、同協議会設立以後初めてとなる。 

また、同月、第 10 回日本・エジプト経済合同委員会会議をシシ大統領の来日をとらえて開催、両

国合わせて約 400 名が出席した。あわせて日商とエジプト商業会議所連合会との協力協定を改定し

た。 

 

⑥世界商工会議所大会（トリノ）への参加とミラノ万博視察の実施 

国際商業会議所が事務局を務め、当所をはじめ世界各国の商工会議所を会員とする世界商工会議所

連合（WCF）では、世界各国の商工会議所間の情報共有・ネットワーキングを目的とした「世界商工

会議所大会」を隔年で開催している。本年度には、イタリア・トリノにて、６月 10 日～12 日の３日

間「第９回世界商工会議所大会」が開催され、世界 130 カ国・地域から 1,500 名以上の商工会議所関

係者が参加した。 

本大会に新たなビジネスを発掘するネットワーキングの場として参加するとともに、ミラノ国際博

覧会を視察するミッションを企画・派遣し、各地商工会議所の役員・会員等 16 名が参加した。 

⑦JETRO 等中小企業海外展開支援機関との連携による海外展開支援ニーズへの対応強化 

TPP 協定の大筋合意を受け、政府は２月、同協定のメリットを 大限活用するため、JETRO、中小機

構、NEDO、金融機関や商工会議所等の国内各地域の企業支援機関が連携し、中堅・中小企業の海外展
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開を総合的に支援する枠組みとして「新輸出大国コンソーシアム」を設立した。日商も設立時から参

加し、海外展開支援の対応を強化した。 

 

⑧諸外国からの経済ミッション受け入れと貿易・投資セミナー、商談会の開催 

５月にマレーシアのナジブ首相を迎えラウンドテーブルミーティングを開催。６月にフィリピンの

アキノ大統領、７月にメコン５カ国首脳、12 月にオーストラリアのターンブル首相を迎え、それぞ

れ昼食会やセミナーを開催し、首脳の来日の機会を捉え、精力的に意見交換を行った。 

９月、日本ペルー経済委員会は、ペルー投資促進協会（in PERU）の来日ミッションの機会に、同

協会と在日ペルー大使館と共同でペルー投資セミナー・交流会「Road Show Asia 2015」を開催。ブ

ランコ・ペルー投資促進協会会長、ベラルデ・ペルー中央準備銀行総裁、ラウブ・リマ証券取引所理

事長らがペルーのビジネス・投資環境について説明した。セミナーではパネルディスカッションや交

流会も行い参加者は 160 名を超えた。 

10 月には、エジプトのアスラン電力副大臣一行と懇談。11 月には、シンガポール・マレー商工会

議所のミッション一行とハラルに関するビジネスマッチングを行った。１月にはインドのゴヤル電

力・石炭・新エネ再エネ大臣との昼食懇談会を開催した。 

 

⑨貿易、投資、ビジネス環境の改善・整備に向けた意見・要望活動 

６月、サマラウィーラ スリランカ外相が外務省の賓客として訪日した機会をとらえ、日本・スリ

ランカ経済委員会との昼食懇談会（スリランカ側５名、日本側９名が出席）を開催した。サマラウィー

ラ外相は「スリランカ政府は投資環境の整備に力を入れており、近年、急速な経済成長を実現してい

る。投資を行う絶好の機会を迎えており、日本企業の進出、事業拡大を期待している」と述べた。 

10 月、ウィクラマシンハ首相が訪日した機会をとらえ、日本・スリランカ経済委員会との昼食懇

談会を開催した。日本側は、関委員長、菅沼駐スリランカ日本国大使等６名が出席、スリランカ側は、

ウィクラマシンハ首相、ラビ・カルナナヤケ財務大臣、ダヤ・ウィッテシンハ スリランカ・日本経

済委員会委員長等９名が参加した。ウィクラマシンハ首相は冒頭の挨拶で、「スリランカの様々な分

野に投資いただきたい。投資誘致のための措置を講じたいと思うが、日本の民間企業から助言や支援

をいただきたい」と述べた。 

10 月、日豪経済委員会の「EPA 活用小委員会」は、日豪 EPA 発効を機に設置された両国政府の「経

済関係の緊密化に関する小委員会」において、わが国経済界を代表し、豪州における高い労働コスト

や複雑な税制の改善をはじめ、両国間の農業・食品および観光分野での投資・交流促進、また豪州で

の高速鉄道導入等について意見具申した。 

11 月、第７回日本・パキスタン民間経済人会議（民民会議）で討議された内容を基に両国官民で対

話をイスラマバードで開催した。共同文書「日・パキスタン経済関係強化のためのニュー・フロンティ

ア・アクション・プラン」が採択された。 

 

⑩海外からの引き合い情報等掲載サイト「CCI-IBO」（CCI International Business Opportunity）の

運営強化による中小企業の海外ビジネス機会の創出 

平成 26 年 11 月に開設した WEB サイト「CCI-IBO」の PR に努めた結果、閲覧件数が平成 26 年度下

半期の 21,789 ページビューから平成 27 年度通年では 53,932 ページビューに増加した。在京大使館

や海外の企業、各地商工会議所会員等への周知活動を行い、順次、海外からの引き合い情報の登録増



－28－ 

 

加に向けて取り組んだ。 

(2）経済連携協定の活用等、日本企業の国際競争力強化 

①経済連携協定の活用促進・普及啓発のための説明会の開催 

昨年度に引き続き、利用者拡大のための事業を実施する枠組みに基づき、各地発給事務所におい

て、企業向けの普及・啓発セミナーを開催した。 

 

②特定原産地証明書利用者のニーズを踏まえたシステムの改修等の利便性向上と業務効率化の推進 

特定原産地証明に関する研究会の検討を踏まえ、利便性向上および業務効率化を目的とした特定原

産地証明書発給システムの各種改修を実施した。 

９月 28 日と 11 月６日の２回、発給事業の効率向上および担当職員の資質向上を目的とした「特定

原産地証明書発給事務担当者研修会」を開催し、合計 24 名の参加を得た。 

特定原産地証明書の発給件数は 234,417 件となり、対前年比発給件数は 13.6％増加した。 

 

③TPP をはじめとする経済連携協定の締約国増加を見据えた発給事務所の体制整備 

10 月１日、金沢事務所（金沢商工会議所内）と岡山事務所（岡山商工会議所内）を新設した。これ

により、全国の発給事務所数は 22 事務所から 24 事務所に増加した。 

 

④中小企業の原産地証明書の取得促進に関する説明会の開催 

特定原産地証明書発給手続きに係る説明会を各種機関と連携して全国で 21 回開催した。 

 

⑤新規従事者を含めた貿易関係証明担当者向け研修会の開催 

６月８日から 10 日と、11 月 24 日から 26 日の２回、商工会議所が実施する貿易関係証明業務担当

者を対象に、実務研修等を通じ、証明発給業務知識の習得および貿易実務に係る知識の向上を図るこ

と等を目的として、「商工会議所貿易関係証明業務担当者研修会」を実施し、合計 101 名の参加を得

た。 

 

⑥日商内に設置した商工会議所海外展開支援室の PR・活用の促進 

５月の第 69 回全国商工会議所専務理事・事務局長会議において、「商工会議所海外展開支援室」の

趣旨を説明する等、PR・活用の促進を行った。 

 

⑦在外日本人商工会議所と各国政府との経済対話の一層の推進によりビジネス環境を整備 

当所は昨年度に引き続き、経済産業省の補助事業「新興国市場開拓等事業費補助金（ロビイング活

動支援事業）」について、５カ国５地域（中国・北京、インド・チェンナイ、インドネシア・ジャカ

ルタ、ブラジル・サンパウロ、メキシコ・メキシコシティ）に応募し、採択された。平成 26 年度に

チェンナイ日本商工会、ブラジル日本商工会議所、中国日本商会へ各１名派遣した専任職員について

は、平成 27 年度も継続して赴任し、現地での事業に従事した。 

ブラジルにおいては、48 項目の課題を改善提案書（AGIR）にまとめ、ブラジル政府に継続的に粘り

強く働きかけ続けた結果、政策対話を開始するに至った。また、インドネシアにおいては、本年度に

開始された「PROMOSI:日投資輸出促進イニシアティブ」政策対話に臨むにあたり、意見具申委員会や
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商品部会で投資阻害要因を特定し、インドネシア政府に対して、法令の改正を含めた有効なインプッ

トを行う等のロビイング活動を行った。このほか、中国における化学業界やライフサイエンス業界に

おける地道なロビー活動、インド・チェンナイにおける道路・港湾等の物流インフラの改善活動、メ

キシコにおける IVA（付加価値税）還付の促進等の税務・通関分野における手続き改善活動等を行い、

進出日系企業を取り巻くビジネス環境を整備するため、相手国政府に対して、各国の実情に応じたロ

ビイング活動を行った。 

６．地域・企業における少子化への対応や若者・女性の活躍を支援 

(1）若者・女性の活躍を支援 

①「中小企業のための女性活躍推進ハンドブック」を作成 

女性活躍推進法が８月に成立したことを受け、「若者・女性活躍推進専門委員会」において、企業、

特に中小企業において具体的な取り組みを行うにあたっての支援ツールである「中小企業のための

女性活躍推進ハンドブック」を作成した。同ハンドブックは冊子として約 5,000 部作成したほか、印

刷データを「若者・女性の活躍促進～中小企業のための情報ポータルサイト～」や CCI スクエアに掲

載し、各地商工会議所会員企業のみならず、全国の中小企業でも活用できるものとした。 

同ポータルサイトにおいて、国や関係機関の施策を紹介したほか、先進的・継続的に若者・女性活

躍推進に向けて取り組んでいる中小企業を個別に紹介した（総数 43 事例）。 

 

②働き方改革セミナーを実施 

長時間労働の抑制や年次有給休暇の取得促進等といった「働き方改革」について、経済団体として

も働き方の改革に継続して取り組んでいることを周知する目的から、（一社）日本経済団体連合会や

（公社）経済同友会等と共催で「働き方・休み方改革セミナー」を６月に東京で開催した。 

少子化対策への対応として、男性の家事・育児参画の重要性に鑑み、（一社）日本経済団体連合会

と連携のうえ、男性の仕事と育児・子育ての両立をテーマに企業による具体的な取組みの事例発表等

を主な内容とする「働き方改革セミナー（男性の仕事と育児・子育ての両立に向けて）」を 10 月に東

京で開催した。 

(2）中小企業に対するジョブ・カード制度の積極的な普及促進 

当所に中央ジョブ・カードセンターを、全国 112 カ所の商工会議所（連合会）に地域ジョブ・カー

ドセンター（47 か所）と地域ジョブ・カードサポートセンター（65 か所）をそれぞれ設置し、ジョ

ブ・カード制度推進事業（厚生労働省の委託事業）に取り組んだ。 

中央ジョブ・カードセンターでは、担当者研修会（１回）と業務連絡会議（２回）、全国８ブロッ

クごとの会議（各１回）を開催して情報提供、意見交換するとともに、ジョブ・カードセンター専用

サイト（イントラネット）と「ジョブ・カード事業通信」（79 回送信）と名付けたメールを活用し、

職業訓練を実施するための計画の作成と助成金の支給申請手続き、委託費の取り扱い等に関する問

い合わせに対応する等、地域ジョブ・カード（サポート）センターの設置商工会議所（連合会）が本

事業を円滑、かつ適正に実施できるよう、相談・指導に努めた。また、全国 29 か所の地域ジョブ・

カード（サポート）センターの設置商工会議所（連合会）を訪問し、個別の業務指導と意見交換を行

い、うち９カ所では、本事業の進捗状況と委託費の執行状況を確認するための期中監査を実施した。



－30－ 

 

あわせて、10 月からスタートしたジョブ・カードを活用する在職労働者の実務能力の評価とキャリ

ア・コンサルティング等を実施する企業を効果的に支援するため、地域ジョブ・カード（サポート）

センターの設置商工会議所（連合会）の担当者と学識経験者等 17 人で構成する「ジョブ・カード制

度推進会議」を設置した。２回の会議での検討結果は、報告書にとりまとめたうえ、業務連絡会議で

報告するとともに、ジョブ・カードセンター専用サイト（イントラネット）に掲載し、情報提供に努

めた。 

本制度を活用する企業にとってのメリットをはじめ、実際に活用した企業と訓練の終了後に正社員

として採用された元訓練生の声、各種の申請手続きと助成金の概要を盛り込んだリーフレット（53 万

部、改訂版 16 万部）とポスター（2,800 部）を作成し、各地商工会議所（連合会）に提供した。加え

て、本制度の職業訓練の企業での活用事例（文字情報：19 社〈累計：159 社〉、動画：14 社〈累計：

30 社〉）、助成金の概要等を掲載した専用のホームページでの情報提供や機関紙「会議所ニュース」、

ビジネス情報誌「石垣」、全国紙への PR 広告の掲載等により、本制度の周知徹底に努めた。 

一方、地域ジョブ・カード（サポート）センターの設置商工会議所（連合会）では、企業への個別

訪問と業界団体等に対する説明をはじめ、企業に対する説明会、訓練の指導と職業能力の評価の担当

者を対象とした講習会の開催等により、ジョブ・カードを活用した職業訓練を実施する企業を支援し

た。こうした活動の結果、ジョブ・カード制度に賛同するジョブ・カード普及サポーター企業数は

25,172 社、職業訓練を実施するための計画が都道府県労働局長の確認（または、厚生労働大臣の認

定）を受けた企業（＝確認済・認定企業）数は 13,309 社となった。さらに、職業訓練を終了した 4,427

社の訓練修了者 6,236 人のうち、4,485 人（72％）が正規雇用に結びついた。 

(3）少子化対策の実施 

①婚活事業に関する好事例の発信 

各地商工会議所が実施する婚活事業および婚活事業に関連する施策を「若者・女性の活躍促進～中

小企業のための情報ポータルサイト～」等で周知した。 

少子化対策等の観点から、独身の男女に対し、出会いの場を提供することを目的とした交流会・街

コン等の事業を実施する商工会議所の取組みを把握するため、全国 514 商工会議所を対象に、「商工

会議所婚活事業実施状況調査」を継続実施した（382 商工会議所から回答、回答率 74.3％、全国 170

カ所で 1,373 組のカップルが成立）。 

②子ども・子育て分野に関する要望活動の実施 

内閣府「子ども・子育て会議」において、事業所内保育等、事業者側における子育て支援策につい

て商工会議所の意見を主張したほか、７月の「平成 28 年度中小企業・地域活性化施策に関する意見・

要望」において、「少子化対策、交流人口拡大に向けた地域の取り組みへ支援」として商工会議所や

自治体が行う婚活事業への支援を要望した結果、平成 27 年度補正予算事業「予算地域少子化対策重

点推進交付金」において、地域活性化に資する策としての婚活事業が補助対象となった。 

７．「現場主義」「双方向主義」による商工会議所活動の推進 

(1）「現場主義」「双方向主義」による活動の推進 

①会頭・副会頭会議、常議員会・議員総会、各種委員会において、重要政策課題等に関して各地商工
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会議所と双方向の対話を実施 

会頭・副会頭会議、常議員会・議員総会を毎月開催し（５月、８月を除く）、各地商工会議所活動

に極めて重要な政策課題等を取りあげ、具体的な対応策や意見・要望等について、質の高い活発な討

議を行った。 

また、あわせて開催した各種委員会では、有識者や関係省庁等からの情報提供等のほか、他の商工

会議所の範となる事例を有する商工会議所からの事例発表・意見発表を通じて情報共有を図り、各地

商工会議所活動の活発化を推進した。 

 

②広く現場の声を反映するため、夏季政策懇談会、各ブロックとの意見交換等を実施 

三村会頭をはじめ役職員が各ブロック商工会議所との懇談会等に積極的に参画し、各地商工会議所

会頭からの各地の実態や直面する課題等を丁寧にひろいあげ、各地商工会議所の現場の意見を当所

の政策提言や事業活動に反映する等、現場主義・双方向主義の徹底を図った。 

また、夏季政策懇談会を７月に開催し、「人口急減と超高齢化の加速化」「地方疲弊の深刻化」とい

う構造的な課題への対応や、重要政策課題に係る認識の共有化を図るとともに、４月に開催した石破

地方創生担当大臣と各地商工会議所との懇談会では、地方創生への各地商工会議所の先進的な取組

み等を踏まえ、各自治体「地方版総合戦略」策定過程に、商工会議所が主体的に参画し、地域のビジョ

ンづくりに貢献していくことの重要性を双方で確認した。 

 

③重要政策課題に関する各地での説明会の派遣および講師派遣の実施 

重要政策課題に関する直近の動きや商工会議所の考え方等について、各地商工会議所および会員企

業等の理解を促進するため、各地商工会議所が実施する各種会議等に当所役職員を派遣し、説明会を

開催した。社会保障・税の一体改革および平成 27 年度税制改正等については 72 回、エネルギー・環

境政策については 19 回行った。 

また、各地商工会議所や JETRO、中小企業庁等と連携し、「TPP 説明会」を全国各地で開催。のべ約

2,200 名が参加した。 

 

④商工会議所 LOBO（早期景気観測）調査、時宜に応じた付帯調査の実施、調査結果の積極的な活用、

周知 

平成元年４月にスタートした商工会議所 LOBO（早期景気観測）調査については、各地商工会議所

の協力を得て、迅速かつ的確な調査・集計・分析を行った。また、時宜に応じた付帯調査（設備投資

や採用、所定内賃金の動向、コスト増に伴う販売価格への転嫁状況等）を併せて実施した。調査結果

はそれぞれ、経済対策に関する政策提言・要望活動や、政府主催の会議等における中小企業の景況感・

経営実態等に関する資料として活用した。また、新聞・テレビ等において計 95 回取りあげられた。 

平成 27 年４月からは、各地商工会議所における調査作業の効率化を図るとともに、より詳細な分

析が可能となるよう新システムを稼働し、円滑に運用した。また、本調査のさらなる精度向上を図る

ため、調査未実施商工会議所に対する本調査への参加依頼や、調査実施商工会議所に対する調査対象

先の拡充・見直しの依頼等を行った（平成 28 年３月末時点での調査対象先：422 商工会議所、2,969

企業等）。さらに、本調査を広く周知する観点から、調査結果の配布先（国会議員、報道機関、地方

自治体、シンクタンク等）の拡大を図るとともに、月毎にメールやホームページ等により公表した。 
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⑤各地商工会議所・企業との双方向の対話を重視 

各地商工会議所や会員企業のニーズの把握、各地商工会議所とのネットワークの構築等を目的とし

て、３年間で全国 514 カ所の商工会議所を訪問する「全商工会議所訪問」を実施した。平成 25 年度

から開始した３巡目の全会議所訪問は平成 28 年３月末に達成した。 

(2）小都市商工会議所等の運営支援の強化 

①小都市をはじめ、各地域における多様な主体との連携による地域ビジョン・アクションプランの策

定を強力に推進 

各地商工会議所におけるビジョンや中期行動計画の策定を後押しするため、各地商工会議所の要請

に基づき、ビジョン策定等に関連する会合等に役職員を派遣するとともに、当所ホームページの「商

工会議所ビジョン等紹介コーナー」において、各地商工会議所が策定したビジョン、アクションプラ

ン（プログラム）、中期行動計画等を積極的に紹介した。 

 

②小都市商工会議所ワーキンググループの開催による小都市商工会議所の運営力強化に向けた方策

の検討、情報提供 

小都市商工会議所支援ワーキンググループでの平成 26 年度の議論を踏まえ、組織基盤、財政基盤、

事業活動に関する課題と課題克服に向けた取り組み方針について、４月に「小都市商工会議所支援

ワーキングループ中間報告」をとりまとめた。 

同報告に基づき、中間報告で整理した各課題への具体的な対応策を検討するため、２月～３月にブ

ロックごとに分科会を開催し、活発な意見交換を行った。分科会での議論の内容や各地商工会議所の

取り組み事例等を平成 28 年４月に「小都市商工会議所支援ワーキングループ分科会報告」としてと

りまとめ、運営専門委員会で報告するとともに、小都市商工会議所へフィードバックし、課題および

具体的対応策の共有化を図った。 

 

③会員増強運動における課題整理と新たな支援策等についての検討先進事例の発信や研修会の開催

を通じた各地商工会議所の会員増強を支援 

各地商工会議所が積極的に展開している会員増強活動を後押しし、組織基盤の強化に資するため、

各地商工会議所の会員数や取り組み事例のほか、商工会議所への入会勧奨事項が盛り込まれた条例

の制定状況等について調査し、各地商工会議所にフィードバックした。 

「会員増強研修会」については、東京と大阪で２月に２回開催し、のべ 54 名が参加した。会員増

強・退会慰留に係るスキル向上やノウハウ修得等に加え、戦略的な会員増強計画の策定や日商で検討

している会員増強対策も議題として取り上げ、具体的な対応に繋がる内容とした。 

長年の検討課題となっている大型店・ナショナルチェーン店等の入会促進については、各地商工会

議所における入会の実態等を把握したうえで対応策を検討していくため、入会状況やアプローチ方

法、利用されているサービス等に関する調査を実施し、結果については、平成 28 年４月に速報版と

して報告した。 

 

④「商工会議所ニュースかわら版」による事業紹介 

各地商工会議所が事業所訪問に活用するためのツールとして、商工会議所の政策提言活動やその成

果、「中小企業の活力強化」や「地域の活性化」に向けた各地商工会議所の取り組みを分かりやすく
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まとめた「商工会議所ニュースかわら版」を毎月発行した。 

 

⑤各地商工会議所担当者向け「共済・保険制度」加入推進研修の開催 

各地商工会議所で実施している「共済・保険制度」は、事業者の福利厚生の充実や経営リスクへの

備えとして重要であることから、会員増強および脱退防止に有効な事業となっており、担当者研修会

（平成 28 年２月３日～５日開催）を通じ、各共済・保険制度の内容等について理解を深め、効果的な

営業活動を行うための方法等を共有した。 

（3）商工会議所事業の強化 

①日商簿記再生アクションプランを核とした受験者数回復・拡大策の推進 

検定事業については、東日本大震災以降続く受験者数の減少傾向を打開するため、平成 25 年度か

ら各地商工会議所との連携のもと、「検定事業再生プロジェクト」として、受験者数回復に向け各種

の方策に取り組んでいる。特に、商工会議所検定試験の中核をなす簿記検定の受験者数減に歯止めを

かけ、回復・拡大につなげることが急務となっていることから、これまでの活動に加え、27 年度新た

に「日商簿記再生アクションプラン」を策定し取り組みを開始した。 

同プランでは、受験者数回復に向けた３本の矢として、「１.あらためて簿記教育・学習の重要性・

有用性について、企業・教育機関をはじめ広く各方面に周知」「２.個人学習を支援する仕組みの新設

により、学校等による学習の機会をもたない新たな受験者層（理系学生、中小企業従業員、主婦等）

を開拓」「３.学習者の多くが受験まで円滑に到達するよう、受験申込受付の仕組みを整備し利便に供

する」を掲げ、活動を展開した。 

「１.簿記教育・学習の重要性・有用性の周知」については、平成 26 年度に大幅なリニューアルを

図った検定ホームページ（月平均訪問者数 85 万人）において、有識者等からの簿記学習推奨メッセー

ジや各分野で活躍する資格取得者の紹介に加え、全国各地で熱心に簿記教育・学習に取り組む学校紹

介のコーナーを開設する等の掲載コンテンツの拡充を図った。また、全国紙において簿記学習推奨

メッセージをもとに全面広告を掲載した（４月以降５回掲載）。 

「２.個人学習を支援する仕組みの新設」については、日商簿記３級合格に向けた個人学習を支援す

るため、無料会員制サイト「日商簿記学習倶楽部」を開設し、簿記講座の動画、模擬試験問題、スマ

ホ学習アプリ等の各種学習コンテンツを提供した（平成 28 年３月末現在の会員数 7,700 名）。 

「３.受験申込受付の仕組み」については、小都市商工会議所支援の一環として、人口５万人未満の

各商工会議所の簿記検定申込案内ページを作成し、検定ホームページを通じて簿記学習者が円滑に

受験申込みをできるようにした。引き続き、平成 28 年度においては、人口 10 万人未満の各商工会議

所まで同ページ作成を拡充する予定。 

また、日商簿記検定がより実際の企業活動や会計実務に即した実践的なものとなるように、IT 化

およびグローバル化の進展、ビジネス・スタイルの変化等を踏まえ、出題範囲・内容の見直しを行い、

28 年度の試験から施行することとした。ついては、変更・追加された出題内容、指導のポイント等に

ついて簿記指導者に説明するセミナーを全国で開催するとともに（全国主要都市で計 10 回開催）、改

訂の趣旨やポイントをまとめた特設サイト「さらに役立つ日商簿記へ」の開設やパンフレットの作成

により受験者等への周知に努めた。 

さらに、経済発展著しいミャンマーにおける人材育成支援の一環として、日商簿記検定の普及を通

じて同国における簿記教育の促進、簿記人材の育成が図れるよう、ミャンマー商工会議所連合会、
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JICA 等との共催により、ヤンゴンで「日商簿記セミナー」を開催（10 月現地企業・教育関係者等 200

名参加）、続いて学習講座を開催した（11 月～平成 28 年２月、計 75 名参加）。同活動をふまえて、

平成 28 年度以降、ネット試験による日商簿記検定の海外での施行や国際認定資格等について研究・

検討することとした。 

こうした取り組みにより、簿記検定受験者数は対前年度比４万人増（８％増）の 58 万人となり、

受験者回復の兆しがみられるようになった。 

今年度から名称を「リテールマーケティング（販売士）」とした同検定試験については、より受験

機会を増やすため、２月の１,３級試験日に２級も実施、年２回施行を開始した。また、名称の浸透

を図り、あらためて流通・小売業界の人材育成に資する検定であることを広く企業に PR していくた

め、日本経済新聞社との共催により、マイナンバー制度、シニアマーケット、訪日外国人対応等の同

業界が直面する課題、話題をテーマとする「リテールマーケティングセミナー」を開催した（２回、

計 250 名参加）。このほか、急増する訪日外国人の消費行動は同業界の関心が特に高いことから、一

般社団法人ジャパンショッピングツーリズム協会との共催で、「インバウンド対策セミナー」を東京、

奈良で開催した（計 140 名参加）。 

ネット試験については、セキュリティ対策上、試験プログラムのインストールに制限がある教育機

関でも容易に試験が実施できるよう、インストール不要な新しい試験プログラムを導入した。日商 PC

検定については、ネット試験会場指導者や日商マスターを対象に、受験対策講座の開講を促進すべ

く、２級と３級の「指導法セミナー」を開催した（計 66 名参加）。また、受験者数増加に向け、１級

については、「日商 PC 検定１級直前対策セミナー」を開催するとともに、同検定３分野すべての１級

合格者に「検定事業貢献表彰」を授与した（同表彰は 28 年度以降も継続）。３級については、個人を

はじめ各教育機関等における学習を支援するため、無料会員制サイト「日商 PC 学習倶楽部」を３月

末に開設し、サンプル問題、学習アプリ等の各種学習コンテンツを提供した（28 年４月末現在の会

員数 200 名）。さらに、学習支援として、知識科目公式テキストの内容を改訂したうえで検定ホーム

ページに公開し、これにより受験者は 新版の教材を無料で活用することが可能となった。 

このほか、27 年９月に改正労働者派遣法が施行され、派遣各社への派遣労働者への教育訓練が義

務化されたことに伴い、日商簿記検定と日商 PC 検定の資格取得に向けた学習支援ツール等、商工会

議所と連携した教育訓練について派遣会社に紹介する「派遣労働者向け教育訓練に関する説明会」を

12 月に開催し、活用を促した（200 名参加）。 

 

②各種保険・共済制度の加入を促進するための広報活動の推進 

各地における加入推進活動を支援するため、共済・保険制度の広告を、全国紙に掲載した他、当所

機関誌「石垣」、機関紙「会議所ニュース」に掲載するとともに、広報データを CCI スクエアにより

提供し、各地会報等での利用に供した。 

 

③会員企業の経営に資する各種保険制度を提供 

当所では、会員企業の業務遂行時に発生するリスクを保険で補償するため、これまで６つの保険制

度を運営しており、７月からは新たに「輸出取引信用保険制度」を開始した。 

また、平成 28 年７月からは、事業者の業務遂行時のリスクに幅広く対応する「全国商工会議所ビ

ジネス総合保険」（総合補償型）の制度開始が予定されており、同保険の募集等に向けた準備および

周知活動を行った。 
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現在、中小企業海外 PL 保険、輸出取引信用保険制度において会員企業の海外展開をサポートして

いるが、今般、海外知財訴訟リスクの高まりのなか、新たに「海外知財訴訟費用保険制度」を平成 28

年７月より制度開始することとなった。本保険は、海外で知財侵害による損害賠償訴訟等を受けた際

に、係争費用の負担を保険でカバーするもので、特許庁からの補助を受け、中小企業については保険

料の半額が補助される仕組みとなっている。 

（4）商工会議所の運営基盤の強化と危機管理への対応 

①各地商工会議所の運営力強化への支援 

ⅰ）商工会議所法改正に伴う各地商工会議所への支援体制の強化 

第４次地方分権一括法が成立（平成 26 年５月 28 日成立、同６月４日公布）し、商工会議所法が改

正され、４月１日から施行されたことに伴い、「目的」「名称」「地区」を除く商工会議所の定款変更

に係る認可権限が届出制に緩和され、届出先が国（経済産業局）から都道府県または指定都市に移譲

された。 

また、「副会頭」や「議員」の設置定数が法の範囲内で自由化される等、商工会議所運営の自由度

の拡大や定款変更に係る事務の簡素化等が実現した。 

これを受け、各地商工会議所の定款の一部変更等の事務手続きが円滑に行えるよう、従来の「商工

会議所標準定款例」に所要の改正事項を加味するとともに、新たに「商工会議所定款作成要領」を策

定し、各地商工会議所に提供した。 

 

ⅱ）全国商工会議所専務理事・事務局長会議等における商工会議所の組織・財政基盤強化等に資する

意見交換・情報提供の実施 

第 69 回全国商工会議所専務理事・事務局長会議を、５月 21 日から 22 日に岐阜県岐阜市で開催し、

322 商工会議所・５連合会から 424 名が参加した。 

全体テーマを「地方創生に向けた商工会議所の取り組みについて」とし、全体会議では、地方創生

に向けた国の動き等について情報共有を図るとともに、重要政策課題に係る商工会議所の考え方等

の認識の共有を図った。 

また、管内商工業者の規模毎にグループに分かれ「規模別商工会議所専務理事・事務局長懇談会」

を開催。10 商工会議所からの先進的な事例発表を踏まえ、地方創生に向けた具体的な取り組みにつ

いて、全国 514 商工会議所のネットワークの活用や多様な主体との連携の重要性等について活発な

意見交換を行った。 

 

ⅲ）TOAS（商工会議所トータル OA システム）の拡充･利用促進 

各地商工会議所における TOAS の一層の普及促進と円滑な運用および効果的な活用を支援するた

め、導入商工会議所の担当者等による「TOAS ユーザー会」、「TOAS フォーラム」を開催し、会議所業

務に対応した効果的な TOAS 運用および商工会議所事業における TOAS データの戦略的な活用、小都

市規模の商工会議所が必要とするツール・サービス等について研究・検討した。 

 

ⅳ）全国の商工会議所と連携した共同購入、共同契約の実施 

当所および各地商工会議所の経費の削減に寄与するため、当所では、平成 23 年度より全国のスケー

ルメリットを活かした共同購入、共同契約を実施している。 
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平成 23 年度より開始した事務用品の共同購入は、平成 28 年３月現在で 63 商工会議所が利用登録

を行っている。 

また、平成 24 年度より開始した給茶機サービスの共同契約事業は、平成 28 年３月現在で 12 商工

会議所が利用登録を行っている。 

平成 25 年１月より開始した商工会議所マーク入り額の販売については、平成 27 年度において、の

べ 161 商工会議所にご購入いただいた。 

ⅵ）Chambers カード事業の普及促進 

Chambers カード事業については、全国 125 万の会員ネットワークを生かし、優待サービスを展開。

個人カード、および企業を対象とした、社用経費の削減効果を持つ事業所カードと個人・法人両部門

を幅広くカバーできるカードとして広く認知されている。なお、28 年３月末現在で、Chambers カー

ド事業実施の覚書を締結している商工会議所数は 151、カードの発行実績は口座数で 19,315、枚数で

27,169 枚。 

 

②商工会議所におけるリスクマネジメント・コンプライアンス遵守の更なる徹底 

ⅰ）「商工会議所向けデータバックアップサービス」の普及促進 

商工会議所自身の BCP 対策の観点から、会員事業所データ等の基幹データの消失に備え、データ

バックアップ体制の構築を支援するサービス「CCI Backup」の普及を図った（平成 28 年５月現在 228

商工会議所が導入）。 

 

ⅱ）商工会議所会計の標準化、税務実務の理解促進 

商工会議所の会計処理は、昭和 56 年に制定した「商工会議所会計基準」を基本に実施することを

推奨しているが、各地商工会議所では必ずしも同基準に準拠していないケースがあるため、「商工会

議所会計実務」とともに、昨年９月にとりまとめた「商工会議所税務実務」を「経理担当職員研修会」

のテキストとして活用し、正しい会計処理・実務と税務処理・実務の理解促進を図った。 

 

ⅲ）各地商工会議所の「商工会議所コンプライアンス責任者」を核としたコンプライアンスの徹底、

取り組み支援 

各地商工会議所の役職員を対象とした会議や研修会等のあらゆる機会を捉え、コンプライアンスの

遵守について説明するとともに、CCI スクエアを通じてコンプライアンスのさらなる徹底を呼びかけ

た。各地商工会議所でのコンプライアンスに係わる当所との連絡窓口、コンプライアンスの強化に向

けた職員の意識改革、体制の整備等において中心的な役割を担う「商工会議所コンプライアンス責任

者」の設置を推進した（平成 28 年３月末現在、全 514 商工会議所が設置済）。 

 

ⅵ）商工会議所規程準則集等の見直し 

10 月からの個人番号（マイナンバー）通知の開始に先がけ、商工会議所規程準則集に「特定個人情

報保護規程」を創設する等の所要の改訂を行った。 

各地商工会議所の円滑なマイナンバー（社会保障・税番号）制度への対応を支援するため、商工会

議所業務におけるマイナンバー制度への対応や、国の施策情報等についてまとめた「商工会議所業務

におけるマイナンバー（社会保障・税番号）制度への対応について」を作成し、新たな情報が入り次
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第更新し、CCI スクエアで順次案内した。 

(5）メディアに取りあげられる回数増により商工会議所の認知度を向上 

①全国のネットワークを活かした、ホームページによる情報発信力の強化 

ホームページで意見・要望活動をはじめとした日商の活動を積極的に発信。各地商工会議所の事業

活動やイベント情報を掲載するとともに、官公庁等の事業の周知にも協力した。 

 

②「石垣」「会議所ニュース」の内容拡充 

先進的な取り組みを進める企業や商工会議所な等を積極的に取りあげ、「石垣」「会議所ニュース」

の紙面の充実を図った。 

 

③マスコミを通じた商工会議所活動の PR 

マスコミを通じて活動を広く周知するため、積極的にプレスリリースを行った。プレスリリースの

質を向上させたほか、テーマに応じて関係する記者クラブ等にアプローチを行った。加えて、活動内

容の理解を深めるよう役職員による記者へのレクチャー機会を設ける等、記事掲載の拡大を図った。 

報道機関との意思疎通の円滑化を図るため、三村会頭等と経済団体記者会加盟社記者との懇談会を

年２回開催した。 

 

④商工会議所を紹介する CM コンテンツの一層の活用促進 

商工会議所の認知度を高めるため、当所が平成 24 年度に制作した「商工会議所 CM コンテンツ」

を、引き続き各地商工会議所・都道府県商工会議所連合会に提供した。地元テレビ局やケーブルテレ

ビでの CM 放映のほか、デジタルサイネージ、各種セミナー・イベント等、多様な媒体やシーンで活

用された。CCI スクエアからのダウンロード等を通じ、制作時より累計 54 商工会議所、１県商工会

議所連合会が活用した。 

 

⑤広報担当者研修会（編集およびプレス対応）の開催による各地商工会議所広報活動の支援 

各地商工会議所の会報担当者の能力向上を図るため、５月に「会報編集担当者研修会」を開催し（59

会議所、61 名参加）、各地商工会議所の広報活動を支援した。また、各界の著名人が原稿を執筆し、

それらを各地商工会議所会報で利用できる共通記事として配信する「所報サービス」（利用商工会議

所数：349）を毎月配信した。 

 

⑥日本 YEG や全商女性連全国大会等の開催を通じた若手経営者・女性経営者のネットワーク拡大 

＜全商女性連＞ 

ⅰ）「女性起業家大賞」を実施し、創業の観点から女性経営者を支援 

第 14 回女性起業家大賞について、第 47 回全国商工会議所女性会連合会石川全国大会で表彰式を

行い、 優秀賞（日本商工会議所会頭賞）は、山下真実氏（株式会社ここるく代表取締役）、優秀賞

（全国商工会議所女性会連合会長賞）は、スタートアップ部門（創業５年未満）で、寺田望氏（株式

会社ビズホープ代表取締役）、グロース部門（創業５年以上 10 年未満）で小出操氏（株式会社どりー

む代表取締役）に、それぞれ賞状と副賞を贈呈した。 
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ⅱ）女性会およびその役員・会員を対象とした全商女性連表彰の実施 

「全商女性連表彰」については、特別功労者 39 名、会員増強等の組織強化に取り組んだ９女性会を

表彰した。また、個として光り、他の範となる事業や活動をしている女性会の表彰では、 優秀賞（日

本商工会議所会頭賞）に平田商工会議所女性会（島根県）の「酒造の『蔵』と生活の『くらし』を融

合した物産展「くらしょっぷ」の開催」が輝いた。優秀賞（全国商工会議所女性会連合会会長賞）に

は、阿南商工会議所女性会（徳島県）「阿南の夏祭りでのゴミの分別回収を実施『阿南ごみゼロ夏祭

り大作戦』」が選ばれた。 

ⅲ）「石垣」やホームページ等を活用した全商女性連および各女性会活動の情報提供 

「商工会議所女性会パンフレット」を作成・頒布し、女性会に対する理解の促進を図るとともに、

当所発行の「石垣」「会議所ニュース」、全国商工会議所女性会連合会のホームページでの記事掲載等

を通じて、各地女性会間の連携・交流の強化と先進事例の横展開を促進させる等、各地女性会活動の

周知に努めた。 

 

ⅳ）女性会未設置商工会議所における新設促進、全商女性連未加入女性会に対する加入等促進 

女性会未設置商工会議所に対する女性会設置や、未加入女性会の全商女性連への加入を呼び掛ける

等、組織・財政基盤の強化に取り組んだ。平成 27 年度は八王子商工会議所女性会、松阪商工会議所

女性会、大川商工会議所女性会が新たに全商女性連に加入。平成 27 年３月末現在の女性会設置数は

434 か所（設置率約 84.4％）、うち全商女性連への加入数は 414 か所（加入率 95.3％）となった。 

 

＜日本 YEG＞ 

平成 27 年度日本商工会議所青年部は、「YEG EMBLEM～繋がりを我が力に変えて！更なる「連帯の

証」を求めよう！～」をスローガンに、「組織運営の強化」、「ビジネス支援」、「提言活動」、「東日本

大震災等復興支援」等、多岐にわたる活動を展開した。 

 

ⅰ）YEG の更なる連帯に向けた組織強化を実施 

伴会長が 45 道府県商工会議所青年部連合会を訪問し、地域の商工会議所青年部の抱える課題や活

動状況について、各地の商工会議所青年部会長と忌憚のない意見交換を実施。訪問の成果は、全国大

会で「地域連携」「他単会との連携」「会員増強」「会員出席率」について、１団体・３単会（東北ブ

ロックＡライン協議会（発表：久慈）、柏・富山・今治商工会議所青年部）から事例発表を行うとと

もに、商工会議所青年部の事業活動等を発信する Web サイト「YEG ナビ」に訪問記録を掲載した。ま

た、商工会議所青年部の優れた事業活動の表彰を通じて、商工会議所青年部の活性化と連帯強化を図

るため、平成 24 年度以降中断していた「YEG 大賞」を実施。１団体・１単会（愛知県商工会議所青年

部連合会・弘前商工会議所青年部）が受賞した。さらには、全国９ブロックにおけるブロック大会、

「第 33 回全国会長研修会 夢をつなぎ未来を紡ぐまえばし会議」（11 月 12 日～14 日、群馬県前橋市、

参加者 1,711 人）、「第 35 回全国大会 吉備の国おかやま大会」（平成 28 年２月 17 日～22 日、岡山

県内各所、参加者 5,974 人）を開催し、商工会議所青年部の意識高揚、連携強化等を図った。なお、

平成 28 年３月末現在の商工会議所青年部設置数は 460 カ所（514 商工会議所中の設置率 89.5％）、う

ち日本商工会議所青年部加入は 410 カ所（加入率 89.1％）となっている。 

 



－39－ 

 

ⅱ）青年部（YEG）の全国ネットワークを生かしたビジネス機会の創出 

国内にいながら海外企業とのビジネスマッチング機会を創出する、在日外国商工会議所や海外企業

との交流会を日本商工会議所青年部として初めて実施。また、日本商工会議所青年部主催事業を全国

の商工会議所青年部メンバーに知ってもらい、積極的に参加してもらえるよう、３つの事業（「新規

ビジネスへの挑戦」「同業種同士の交流」「若手国家公務員との交流」）を一日で体験できる「巴塾」

を開催した。また、経営者としてのリーダー力向上を目的とした「翔生塾」、経営能力やプレゼンテー

ション能力の資質向上研修も盛り込んだ「ビジネスプランコンテスト」、若手国家公務員との交流・

意見交換を行う「故郷の新しい風会議」を開催する等、商工会議所青年部およびメンバー企業の発展

に資する活動を展開した。 

 

ⅲ）青年経済人の声を提言書として日商に提出 

「故郷の新しい風会議」において若年国家公務員との交流・意見交換を行なったほか、全国９ブロッ

クで行われた「春の会長会議」において、「事業承継」「創業・第二創業」「地方創生」についてグルー

プディスカッションを行い、各地の商工会議所青年部会長の意見を集約。「税制改正提言」、「地方創

生に向けた『地域の繋がりから生まれる活力に満ち溢れた社会』に関する提言」としてとりまとめ、

日本商工会議所に提出した。 

 

ⅳ）各地で被災地支援活動を展開 

東日本大震災から得た教訓を生かし、災害時に地域や団体の枠を超えて、どのように連携していく

かを考えることを目的に「震災復興フォーラム『東北未来塾～災害時のつながりと連携を形に～』」

を宮城県石巻市（平成 27 年９月 19 日）で開催した。また、箱根山の火山活動による風評被害を受け

た小田原箱根商工会議所青年部の現状を全国に発信するため、講演会や交流会等を 12 月に箱根町で

開催した。 
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Ⅱ 事 項 別 状 況 

１．法人の概要 

（1）所 在 地 

〒100－0005 東京都千代田区丸の内２丁目５番１号 

TEL （03）3283-7823 FAX （03）3211-4859 

URL http://www.jcci.or.jp E-mail：info@jcci.or.jp 

（2）沿  革 

①変 遷 

わが国商工会議所制度は、明治 11 年に当時の関税不平等条約改正等の問題について、商工業者の意見

を代弁する機関として、東京商法会議所が設立されたことに始まる。その後、全国の主要都市に相次いで

設立され、明治 25 年には 15 の商工会議所がその連合体として「商業会議所連合会」を結成した。 

当所は、大正 11 年６月に「商業会議所連合会」を母体として誕生し、名称・組織の変更など様々な変遷

を経て、昭和 29 年に現行「商工会議所法」に基づく特別認可法人として改編、現在は平成 13 年 12 月に

閣議決定された特殊法人等整理合理化計画により民間法人化され、今日に至っている。 

②根拠法 

ア．設立根拠法 

商工会議所法（昭和 28 年法律第 143 号） 

イ．業務関連法 

商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律（平成５年法律第 51 号） 

③主管省庁名 

経済産業省 経済産業政策局経済産業政策課 

④設立年月日 

大正 11 年６月 29 日 

⑤目 的 

当所は、全国の商工会議所を会員とする総合経済団体であり、全国の商工会議所を総合調整し、その意

見を代表し、国内および国外の経済団体と提携すること等によって商工会議所の健全な発達を図り、もっ

てわが国商工業の振興を図ることを目的としている。 

⑥主な事業内容（定款第６条） 

１ 全国の商工会議所の意見を総合してこれを公表し、これを国会、行政庁等に具申し、又は建議するこ

と。 

２ 行政庁等の諮問に応じて、答申すること。 

３ 国民経済及び国際経済に関する調査研究を行なうこと。 

４ 国民経済及び国際経済に関する情報又は資料の収集又は刊行を行なうこと。 

５ 国内商事取引に関して商工会議所の行なう事業に関し、連絡又はあっ旋を行なうこと。 

６ 国内及び国外において、博覧会、見本市等を開催し、又はこれら等の開催のあっ旋を行なうこと。 

７ 国際商事取引の紛争に関するあっ旋、調停又は仲裁を行なうこと。 
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８ 商工会議所の行なう商工業に関する技術及び技能の普及又は検定に関する指導を行なうこと。 

９ 商工会議所の行なう商工相談事業に関する指導を行なうこと。 

10 国内における経済団体との提携又は連絡を行なうこと。 

11 国外における商工会議所その他の経済団体等との提携又は連絡を行なうこと。 

12 商工業に関して、観光事業の総合的な改善発達を図ること。 

13 国際親善に関する事業を行なうこと。 

14 商工会議所が設置する施設等に係わる債務の保証及びそれに付帯する事業を行なうこと。 

15 特定原産地証明書の発給に関する事務及びそれに付帯する事業を行うこと。 

16 前各号に掲げるもののほか、本商工会議所の目的を達成するために必要な事項を行なうこと。 

 

⑦国庫補助金等（各年度とも実績額） 

（単位：万円） 

区   分 平成25年度 平成26年度 平成27年度 

国庫補助金等 国 庫 補 助 金 355,425 84,008 838,501

 その他（委託費） 152,024 171,365 177,985

 計 507,449 255,373 1,016,486

 一 般 会 計 355,425 85,462 838,501

 特 別 会 計 152,024 169,911 177,985

  特別会計名 労働保険特別会計 労働保険特別会計 労働保険特別会計

政 府 出 資 金 額 ――――― ――――― ――――― 

財 政 投 融 資 ――――― ――――― ――――― 

借 入 金 等 0 0 0

（借   入   先） 

 

２．定款および規約等 

（1） 定  款 

平成 27 年度においては、定款の変更は行われなかった。 

（2） 規  約（規則・規程） 

平成 27 年度においては、規約の変更は行われなかった。 
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３．組 織 

 

会員企業 

(約125万) 

各地商工会議所 

(514カ所) 

会員 

会員・特別会員 

商工会議所連合会 

在外日本人商工会議所等 

(34団体) 

特別会員 

日本商工会議所 

会頭 (１) 

副会頭 (11) 

会員総会 (514) 

議員総会 (120) 

常議員会 (51) 

会頭・副会頭会議 

監事 (３) 専務理事 (１) 

常務理事 (１) 

理事 (３) 

事務局 

特別顧問 (22) 

顧問 (６) 

参与 (11) 

日本商工会議所青年部 

(会員：410青年部、約31,500人)

全国商工会議所女性会連合会 

(会員：414女性会、約23,000人)

総
務
部 

広
報
部 

企
画
調
査
部 

国
際
部 

産
業
政
策
第
一
部 

産
業
政
策
第
二
部 

流
通
・
地
域
振
興
部 

中
小
企
業
振
興
部 

事
業
部 

情
報
化
推
進
部 

委員会 

専門委員会 

特別委員会 

※副会頭に準ずる者６人を含む 

※議員に準ずる者18人を含む 
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（1） 会  員（平成 28 年３月 31 日現在） 

平成27年度末における日本商工会議所の会員数は、514商工会議所で、地域別会員数は下表のとおり。 

都道府県別 会員数 都道府県別 会員数 都道府県別 会員数 

北 海 道 地 区 42 東 京 ８ 岡 山 12 

東 北 地 区 45 神 奈 川 14 広 島 13 

青 森 ７ 山 梨 ２ 山 口 14 

岩 手 ９ 静 岡 15 四 国 地 区 27 

宮 城 ６ 東 海 地 区 49 徳 島 ６ 

秋 田 ６ 岐 阜 15 香 川 ６ 

山 形 ７ 愛 知 22 愛 媛 ９ 

福 島 10 三 重 12 高 知 ６ 

北 陸 ・ 信 越 地 区 49 近 畿 地 区 71 九 州 地 区 78 

新 潟 16 福 井 ７ 福 岡 19 

富 山 ８ 滋 賀 ７ 佐 賀 ８ 

石 川 ７ 京 都 ８ 長 崎 ８ 

長 野 18 大 阪 20 熊 本 ９ 

関 東 地 区 102 兵 庫 18 大 分 10 

茨 城 ８ 奈 良 ４ 宮 崎 ９ 

栃 木 ９ 和 歌 山 ７ 鹿 児 島 11 

群 馬 10 中 国 地 区 51 沖 縄 ４ 

埼 玉 15 鳥 取 ４   

千 葉 21 島 根 ８ 合 計 514 
 
 

（2） 特別会員（平成 28 年３月 31 日現在） 

平成 27 年度末における特別会員は次のとおり。 

商工会議所（国外）（16） 商工会議所連合会 その他団体・法人（４） 

盤 谷 日 本 人 商 工 会 議 所 北  海  道 協同組合連合会日本専門店会連盟

ソ ウ ル ･ ジ ャ パ ン ･ ク ラ ブ 富  山  県 全国米穀販売事業共済協同組合

フ ィ リ ピ ン 日 本 人 商 工 会 議 所 長  野  県 全 国 青 色 申 告 会 総 連 合

在 仏 日 本 商 工 会 議 所 茨  城  県 株 式 会 社 商 工 組 合 中 央 金 庫

デュッセルドルフ日本商工会議所 栃  木  県  

ニ ュ ー ヨ ー ク 日 本 商 工 会 議 所 群  馬  県  

ブ ラ ジ ル 日 本 商 工 会 議 所 埼  玉  県  

シ ド ニ ー 日 本 商 工 会 議 所 千  葉  県  

リオ・デ・ジャネイロ日本商工会議所 神 奈 川 県  

マ レ ー シ ア 日 本 人 商 工 会 議 所 静  岡  県  

シ ン ガ ポ ー ル 日 本 商 工 会 議 所 三  重  県  

パ ラ ー 日 系 商 工 会 議 所 福  井  県  

在 亜 日 本 商 工 会 議 所 滋  賀  県  

メ キ シ コ 日 本 商 工 会 議 所 山  口  県  

南 ア フ リ カ 日 本 人 商 工 会 議 所   

中 国 日 本 商 会   
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（3） 第 29 期＜平成 25 年 11 月１日～平成 28 年 10 月 31 日＞役員（平成 28 年３月 31 日現在） 

役員の役職、定数、氏名、経歴は次のとおりである。（敬称略） 

役 職 定 数 氏  名 経            歴 

会  頭 

（非常勤） 

１人 三 村 明 夫 （東京商工会議所会頭） 新日鐵住金㈱相談役 名誉会長 

副会頭 

（非常勤） 

５人 尾  崎   裕 （大阪商工会議所会頭） 大阪瓦斯㈱ 代表取締役会長 

 岡 谷 篤 一 （名古屋商工会議所会頭） 岡谷鋼機㈱取締役社長 

  上  野   孝 （横浜商工会議所会頭） 上野トランステック㈱ 会長兼社長 

  立 石 義 雄 （京都商工会議所会頭） オムロン㈱名誉会長 

  大 橋 忠 晴 （神戸商工会議所会頭） 川崎重工業㈱相談役 

副会頭に 

準ずる者 

（非常勤） 

６人 高  向   巖 （札幌商工会議所会頭） ㈱北洋銀行相談役 

 福 田 勝 之 （新潟商工会議所会頭） ㈱福田組代表取締役会長 

 竹 﨑 克 彦 （高松商工会議所会頭） ㈱百十四銀行取締役会長 

  鎌  田   宏 （仙台商工会議所会頭） ㈱七十七銀行取締役会長 

  深 山 英 樹 （広島商工会議所会頭） 広島ガス㈱代表取締役会長 

  礒 山 誠 二 （福岡商工会議所会頭） ㈱西日本シティ銀行 代表取締役副頭取 

専務理事 

（常勤） 

１人 石  田   徹 平成25年６月 日本アルコール販売㈱取締役 

  平成26年６月 日本アルコール販売㈱取締役副社長 

  平成27年12月 日本商工会議所・東京商工会議所専務理事 

常務理事 

（常勤） 

１人 久  貝   卓 平成18年７月 近畿経済産業局長 

  平成20年７月 内閣官房内閣審議官（内閣官房副長官補付） 

  平成26年10月 日本商工会議所常務理事 

    

     

常 議 員 

（非常勤） 

51人 松 本 榮 一 （函館商工会議所会頭） ホンダカーズ南北海道㈱代表取締役会長 

 山 本 秀 明 （小樽商工会議所会頭） 協和総合管理㈱取締役社長 

 高  向   巖 （札幌商工会議所会頭） ㈱北洋銀行相談役 

  新  谷  龍 一 郎 （旭川商工会議所会頭） 新谷建設㈱代表取締役社長 

  若  井  敬 一 郎 （青森商工会議所会頭） 青森魚類㈱代表取締役社長 

  谷 村 邦 久 （盛岡商工会議所会頭） みちのくコカ・コーラボトリング㈱代表取締

役会長 

  鎌  田   宏 （仙台商工会議所会頭） ㈱七十七銀行取締役会長 

  清 野 伸 昭 （山形商工会議所会頭） 山形パナソニック㈱代表取締役会長 

  渡 邊 博 美 （福島商工会議所会頭） 福島ヤクルト販売㈱代表取締役 

  福 田 勝 之 （新潟商工会議所会頭） ㈱福田組代表取締役会長 

  髙 木 繁 雄 （富山商工会議所会頭） ㈱北陸銀行特別顧問 

  深  山   彬 （金沢商工会議所会頭） ㈱北國銀行相談役 

  北 村 正 博 （長野商工会議所会頭） ㈱システックス代表取締役社長 

  井  上   保 （松本商工会議所会頭） ㈱井上代表取締役社長 

  和  田  祐 之 介 （水戸商工会議所会頭） ㈱祐月本店会長 
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  北 村 光 弘 （宇都宮商工会議所会頭） ㈱横倉本店代表取締役会長 

  曽 我 孝 之 （前橋商工会議所会頭） 中屋商事㈱代表取締役社長 

  佐 伯 鋼 兵 （さいたま商工会議所会頭） ㈱佐伯紙工所代表取締役 

  石 井 俊 昭 （千葉商工会議所会頭） ㈱千葉銀行顧問 

  山 田 長 満 （川崎商工会議所会頭） ㈱経理バンクホールディングス代表取締役 

社長 

  金 丸 康 信 （甲府商工会議所会頭） ㈱テレビ山梨代表取締役社長 

  後 藤 康 雄 （静岡商工会議所会頭） はごろもフーズ㈱代表取締役会長 

  大 須 賀  正  孝 （浜松商工会議所会頭） ㈱ハマキョウレックス代表取締役会長 

  村 瀬 幸 雄 （岐阜商工会議所会頭） ㈱十六銀行取締役頭取 

  吉 川 一 弘 （豊橋商工会議所会頭） 豊橋信用金庫理事長 

  豊 島 半 七 （一宮商工会議所会頭） 豊島㈱代表取締役社長 

  小 林 長 久 （四日市商工会議所会頭） 日本トランスシティ㈱代表取締役会長 

  川 田 達 男 （福井商工会議所会頭） セーレン㈱代表取締役会長兼社長 

  大 道 良 夫 （大津商工会議所会頭） ㈱滋賀銀行取締役頭取 

  寺 田 晟 二 （大東商工会議所会頭） 朝日電器㈱取締役会長 

  三 宅 知 行 （姫路商工会議所会頭） 姫路信用金庫理事長 

  植 野 康 夫 （奈良商工会議所会頭） ㈱南都銀行取締役頭取 

  片 山 博 臣 （和歌山商工会議所会頭） ㈱紀陽銀行取締役頭取 

  藤 縄 匡 伸 （鳥取商工会議所会頭） 日ノ丸産業㈱代表取締役社長 

  古  瀬   誠 （松江商工会議所会頭） ㈱山陰合同銀行代表取締役会長 

  岡  﨑   彬 （岡山商工会議所会頭） 岡山ガス㈱取締役社長 

  深 山 英 樹 （広島商工会議所会頭） 広島ガス㈱代表取締役会長 

  川 上 康 男 （下関商工会議所会頭） ㈱長府製作所代表取締役会長 

  近 藤 宏 章 （徳島商工会議所会頭） 総合ビル・メンテム㈱代表取締役社長 

  竹 﨑 克 彦 （高松商工会議所会頭） ㈱百十四銀行取締役会長 

  森 田 浩 治 （松山商工会議所会頭） ㈱伊予銀行取締役会長 

  青 木 章 泰 （高知商工会議所会頭） ㈱四国銀行取締役会長  

  礒 山 誠 二 （福岡商工会議所会頭） ㈱西日本シティ銀行代表取締役副頭取 

  利 島 康 司 （北九州商工会議所会頭） ㈱安川電機特別顧問 

  井 田 出 海 （佐賀商工会議所会頭） ㈱ミゾタ取締役会長 

  上 田 惠 三 （長崎商工会議所会頭） 長崎自動車㈱代表取締役会長 

  田 川 憲 生 （熊本商工会議所会頭） ホテル日航熊本代表取締役会長 

  姫 野 淸 高 （大分商工会議所会頭） ㈱桃太郎海苔代表取締役社長 

  米 良 充 典 （宮崎商工会議所会頭） 米良電機産業㈱代表取締役 

  岩  崎  芳 太 郎 （鹿児島商工会議所会頭） 岩崎産業㈱代表取締役社長 

  國 場 幸 一 （那覇商工会議所会頭） ㈱國場組代表取締役社長 

監  事 

（非常勤） 

 

３人 三 浦 廣 巳 （秋田商工会議所会頭） 秋田日産自動車㈱代表取締役会長 

 平 松 廣 司 （横須賀商工会議所会頭） かながわ信用金庫理事長 

 安 部 研 一 （宇部商工会議所会頭） 宇部マテリアルズ㈱ 
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理  事 

（常勤） 

 

４人 

以内 

 

青 山 伸 悦 平成19年11月 日本商工会議所理事・産業政策部長 

 平成21年４月 日本商工会議所理事・産業政策第一部長 

 平成25年４月 日本商工会議所理事・事務局長 

  杤 原 克 彦 平成23年７月 日本商工会議所企画調査部長 

   平成24年４月 日本商工会議所理事・企画調査部長 

  荒 井 恒 一 平成25年４月 日本商工会議所理事・産業政策第一部長 

 

（4） 第 29 期＜平成 25 年 11 月１日～平成 28 年 10 月 31 日＞議員（平成 28 年３月 31 日現在） 

議員商工会議所名（※印は議員に準ずる者）、定数は次のとおりである。 

選挙区名 

（ ）内は議員数 
商  工  会  議  所  名 

北 海 道 （７） 函館、小樽、札幌、旭川、室蘭、釧路、帯広、※北見、※稚内 

東 北 （９） 青森、八戸、盛岡、久慈、仙台、秋田、山形、※酒田、福島、郡山 

北陸信越 （９） 新潟、上越、長岡、※柏崎、富山、高岡、金沢、上田、長野、松本、※佐久 

関 東 （23） 水戸、結城、※ひたちなか、宇都宮、※足利、小山、※日光、高崎、前橋、桐生、川越、 

 川口、さいたま、深谷、千葉、船橋、八千代、君津、八王子、立川、川崎、相模原、甲府、

 静岡、浜松、沼津 

東 海 （10） 岐阜、大垣、関、岡崎、豊橋、一宮、※豊田、小牧、四日市、津、伊勢、※上野 

近 畿 （14） 
福井、※敦賀、大津、福知山、宇治、※堺、※東大阪、※貝塚、吹田、八尾、泉佐野、大

東、 

 姫路、尼崎、豊岡、加古川、奈良、和歌山 

中 国 （10） 鳥取、松江、※出雲、岡山、倉敷、広島、呉、福山、※府中、下関、宇部、徳山 

四 国 （５） 徳島、高松、松山、今治、高知、※宿毛 

九 州 （13） 福岡、久留米、北九州、大牟田、佐賀、長崎、※諫早、熊本、別府、大分、都城、宮崎、 

 鹿児島、鹿屋 

沖 縄 （２） 那覇、沖縄 

定 数 102（※議員に準ずる者は18） 
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（5） 第 29 期＜平成 25 年 11 月１日～平成 28 年 10 月 31 日＞委員会（平成 28 年３月 31 日現在） 

委 員 会 名 委 員 長（商工会議所） 副 委 員 長 

＜委 員 会＞   

総 合 政 策 小 林 栄 三 （東 京） 大阪、名古屋、横浜 

産 業 経 済 立 石 義 雄 （京 都） 〔共同委員長〕伊 藤 雅 人 （東 京） 

   釧路、八戸、三条、上田、桐生、町田、松阪、大牟田

国 際 経 済 飯 島 彰 己 （東 京） 〔共同委員長〕古 川   実 （大 阪） 

   花巻、酒田、小松、富士、東広島、山口、沖縄 

観 光 礒 山 誠 二 （福 岡） 〔共同委員長〕須 田   寬 （名古屋） 

   小樽、青森、日光、鳥羽、岸和田、松江、松山、日南

中 小 企 業 西 村 貞 一 （大 阪） 〔共同委員長〕石 井 卓 爾 （東 京） 

   燕、諏訪、石岡、前橋、川口、立川、東大阪、 

   守口門間 

地 域 活 性 化  高 向   巖 （札 幌） 〔共同委員長〕正 田   寬  （太 田） 

   富良野、釜石、能代、いわき、輪島、足利、今治、 

   久留米 

税 制 田 中 常 雅 （東 京） 〔共同委員長〕井 上 裕 之 （東 京） 

   江別、十日町、豊田、尼崎、呉、福山、徳山、柳井 

労 働 宮 村 眞 平 （東 京） 〔共同委員長〕前 田 新 造 （東 京） 

   〔共同委員長〕渡 辺   元 （東 京） 

   室蘭、気仙沼、佐久、古河、高崎、三島、橿原 

情 報 化 倉 持 治 夫 （大 阪） 〔共同委員長〕江 部   努 （東 京） 

   米沢、松本、土浦、青梅、横須賀、豊中、北大阪、 

   府中 

エネルギー・環境 大 橋 忠 晴 （神 戸） 〔共同委員長〕鳥 原 光 憲 （東 京） 

   北見、原町、柏崎、敦賀、草津、岩国、川内 

国 民 生 活 岡 谷 篤 一 （名古屋） 大船渡、伊那、船橋、浦安、春日井、亀岡、倉敷、 

   延岡 

教 育 深 山 英 樹 （広 島） 〔共同委員長〕島 村 元 紹 （東 京） 

   苫小牧、川越、流山、桑名、八尾、総社、尾道、別府

運 営 上 野   孝 （横 浜） 〔共同委員長〕川 田 達 男 （徳 島） 

   岩見沢、郡山、飯田、ひたちなか、磐田、宇治、丸亀、

   佐世保 

＜特別委員会＞    

地方分権・行財政改革 鎌 田   宏 （仙 台） 帯広、長岡、日立、松戸、袋井、岡崎、伊勢、西宮、

   米子 

広 報 竹 﨑 克 彦 （高 松） 弘前、高岡、本庄、柏、沼津、津、堺、新居浜、 

   霧島 

信 用 基 金 管 理 福 田 勝 之 （新 潟） 石巻、上越、佐原、相模原、大垣、蒲郡、城陽、出雲、

   柳川 

表 彰 石 田   徹 （日 本）  

ま ち づ く り 田 辺 隆一郎 （八王子） 〔共同委員長〕有 馬 義 一 （敦 賀） 

   〔共同委員長〕渋 川 惠 男 （会津若松） 

   〔共同委員長〕阿 部 眞 一 （佐 久） 

中小企業国際化支援特別 朝 田 照 男 （東 京） 〔共同委員長〕近 藤 宏 章 （徳 島） 

   〔共同委員長〕大久保 秀 夫 （東 京）  
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（6） 第 29 期＜平成 25 年 11 月１日～平成 28 年 10 月 31 日＞特別顧問（平成 28 年３月 31 日現在） 

宮 村 眞 平 （三井金属鉱業㈱相談役） 石 井 卓 爾 （三和電気工業㈱社長） 

鳥 原 光 憲 （東京ガス㈱相談役） 小 林   健 （三菱商事㈱社長） 

伊 藤 一 郎 （旭化成㈱会長） 佐々木   隆 （㈱ジェイティービー 相談役） 

前 田 新 造 （㈱資生堂相談役） 釡   和 明 （㈱IHI 会長） 

田 中 常 雅 （醍醐ビル㈱社長） 北 山 禎 介 （㈱三井住友銀行会長） 

伊 東 孝 紳 （本田技研工業㈱取締役・相談役） 本 庄 八 郎 （㈱伊藤園会長） 

児 玉 幸 治 （(一財)機械システム振興協会会長） 井 上 裕 之 （愛知産業㈱会長） 

矢 野   龍 （住友林業㈱会長） 江 部   努 （東日本電信電話㈱相談役） 

大久保 秀 夫 （㈱フォーバル会長） 小 林 栄 三 
（伊藤忠商事㈱会長） 

（(一社)日本貿易会会長） 

朝 田 照 男 （丸紅㈱会長） 清 野   智 （東日本旅客鉄道㈱会長） 

飯 島 彰 己 （三井物産㈱社長） 佐々木 幹 夫 （三菱商事㈱相談役） 

（7） 第 29 期＜平成 25 年 11 月１日～平成 28 年 10 月 31 日＞顧問・参与（平成 28 年３月 31 日現在） 

①顧  問 

榊 原 定 征 （（一社）日本経済団体連合会会長） 小 林 喜 光 （（公社） 経済同友会代表幹事） 

黒 田 東 彦 （日本銀行総裁） 石 毛 博 行 （（独）日本貿易振興機構理事長） 

片 桐   裕 （㈱損害保険ジャパン顧問） 中 村 利 雄 （前日本商工会議所専務理事） 

②参  与 

高 橋 淑 郎 井 川   博 植 松   敏 守 屋 一 彦 西 川 示貞 一 

篠 原   徹 宮 城   勉 波田野 雅 弘 佐々木   修 中 島 芳 昭 

坪 田 秀 治     

 

４．選挙および選任等 

（1）議 員 

選任は行われなかった。 

 

（2）常議員 

福岡商工会議所会頭交代に伴い、末吉紀雄氏が退任し、平成 27 年９月 17 日付けで礒山誠二氏が常議員に

就任した。 

 

（3）役員等 

①会頭・副会頭 

福岡商工会議所会頭交代に伴い、末吉紀雄氏が退任し、平成 27 年９月 17 日付けで礒山誠二氏が常議員

に就任した。 
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②監事 

選任は行われなかった。 

③特別顧問 

特別顧問の委嘱について、６月 18 日開催の第 645 回常議員会・第 248 回議員総会において諮り、同日

付けで伊東孝紳氏が特別顧問に就任した。 

④専務理事・常務理事・理事 

中村利雄専務理事の退任に伴う後任者について、11 月 19 日開催の第 251 回議員総会において諮り、石

田徹氏が選任された。 

（4）顧問・参与 

顧問の委嘱について、６月 18 日開催の第 645 回常議員会において諮り、６月 18 日付けで小林喜光氏が顧

問に就任した。また、11月 19 日開催の第 649 回常議員会において諮り、12 月１日付けで中村利雄氏が顧問

に就任した。 
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５．事 務 局 

事務局機構および主な横成員（平成 28 年３月 31 日現在） 

①国内事務所 

部 役 職 氏名 部 役 職 氏名 

 理事・事務局長 青 山 伸 悦 国 際 部 調 査 役 天 野  永

総 務 部 理事・部長（兼） 杤 原 克 彦 産業政策第一部 理 事 ・ 部 長 荒 井 恒 一

 副 部 長 大 内  博  副 部 長 平 澤 哲 哉

 副部長（兼） 丸 山 範 久  課 長 大 山 智 章

 副 部 長 山 内 清 行  課 長 馬 目  学

 課 長 大 島 昌 彦  主 任 調 査 役 徳 永 達 彦

 調 査 役 米 田 千鶴子  調 査 役 幕 田 吉 孝

 調 査 役 進 藤 圭 輔 産業政策第二部 部 長 小 林 治 彦

広 報 部 部 長 中 村  仁  副 部 長 福 田 泰 也

 担 当 部 長 上 田 裕 子  副 部 長 市 川 晶 久

 副部長（兼） 丸 山 範 久  主 任 調 査 役 河 上  泰

 副 部 長 高 山 祐志郎  調 査 役 森  挙 一

 課 長 向 山   理  調 査 役 空 岡 正 英

 調 査 役 髙 取   康 流通・地域振興部 部 長 栗 原  博

企画調査部 理事・部長（兼） 杤 原 克 彦  課 長 谷 脇 茂 樹

 担 当 部 長 大井川 智 明  課 長 岡 本 大 輔

 課 長 原  伸 一  主 席 調 査 役 野 上 義 彦

 主 任 調 査 役 塩 原  隆  主任調査役（兼） 矢 吹 伸 幸

 主 任 調 査 役 田 代  肇  調 査 役 新 田 大 介

 課 長 補 佐 中 村 友 樹 中小企業振興部 部 長 加 藤 正 敏

国 際 部 部 長 赤 木  剛  課 長 高 野 晶 子

 特 任 部 長 小 林 恒 行  課 長 篠 原  崇

 担 当 部 長 西 谷 和 雄  課 長 宮 澤  伸

 担 当 部 長 大 下 英 和  主 任 調 査 役 塩 野 洋 志

 副 部 長 佐々木 和 人  主 任 調 査 役 磯 貝 比左夫

 課 長 近 野 孝 行 事 業 部 部  長 （ 兼 ） 岩 崎 浩 平

 課 長 松 岡 鉄 也  担 当 部 長 佐 藤 健 志

 課 長 西 澤 正 純  副 部 長 渡 邉 泰 一

 課 長 清 水  力  課 長 木 内 洋 一

 課 長 八 田 城之介  主 席 調 査 役 菊 地 敏 義

 主 任 調 査 役 宇 崎 雅 雄  主 任 調 査 役 戸 田 藤 男

 主 任 調 査 役 島 岡 弘 毅 情報化推進部 部 長 小 松 靖 直

 主 任 調 査 役 小 野 徹 夫  課 長 林  大 吾

 主 任 調 査 役 原 島 哲 雄 新規事業推進担当 部  長 （ 兼 ） 岩 崎 浩 平

 主 任 調 査 役 鈴 木 重 則  副 部 長 （ 兼 ） 丸 山 範 久
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②駐在員事務所 

・ソウル事務所       所 長  松 本 憲 治 

Seoul Office of The Japan Chamber of Commerce and Industry 

C/o SJC （Seuol Japan Club） 

12th fl, Young Poong Bldg, 41 Cheonggyecheon-ro, Chongro-ku, Seoul, 110-752, REPUBLIC OF KOREA 

TEL 82-2-3210-2411      FAX 82-2-3210-2413 

E-mail：jcciseo@kornet.net 

 

③事務局員数（平成 28 年３月 31 日現在） 

平成26年度末 平成27年度末 増 減 

105 104 －１ 

【注】定数なし 

 

④国際部特定原産地証明担当事務所所属職員数（平成 28 年３月 31 日現在） 

 

（※うち、地方事務所所属職員は139） 

  【注】定数なし 

 

平成27年度 

155 
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６．庶  務 

（1） 文  書 

平成 27 年４月１日から平成 28 年３月 31 日までの発信および受信数は次のとおり。 

月 別 
発 信 数 

計 月 別 
受 信 数 

計 
国 内 国 外 国 内 国 外 

４月 16,083 590 16,673 ４月 4,186 682 4,868

５月 14,375 201 14,576 ５月 2,863 520 3,383

６月 13,378 95 13,473 ６月 4,211 602 4,813

７月 21,061 588 21,649 ７月 3,837 637 4,474

８月 12,104 558 12,662 ８月 2,983 524 3,507

９月 15,214 563 15,777 ９月 2,661 504 3,165

10月 14,685 50 14,735 10月 3,499 649 4,148

11月 11,011 36 11,047 11月 3,269 691 3,960

12月 12,624 84 12,708 12月 3,874 780 4,654

１月 10,803 258 11,061 １月 4,079 739 4,818

２月 12,562 192 12,754 ２月 3,239 552 3,791

３月 22,050 134 22,184 ３月 3,686 632 4,318

計 175,950 3,349 179,299 計 42,387 7,512 49,899

（2） 叙勲・国家褒章・表彰 

①叙 勲（順不同・敬称略、日商推薦のみ、役職名は発令時のもの） 

ア．春の叙勲（４月 29 日発令） 

○旭日大綬章 

日本商工会議所（元）会頭 岡村 正 

○旭日小綬章 

大船渡商工会議所（元）会頭 甘竹 秀雄 東京商工会議所江戸川支部会長 平田 善信 

大和高田商工会議所会頭 中井 隆男 福山商工会議所副会頭 藤井 基博 

○旭日双光章 

亀田商工会議所（元）会頭 藤田 茂 駒ヶ根商工会議所（元）会頭 山下 善廣 

千曲商工会議所会頭 滝沢 英雄 和泉商工会議所副会頭 大宅 照夫 

赤穂商工会議所会頭 前田 哲児 龍野商工会議所副会頭 朝生 一郎 

豊前商工会議所（元）会頭 尾家 角夫 津久見商工会議所（元）副会頭 板井 治郎 

 

イ．秋の叙勲（11 月３日発令） 

○旭日中綬章 

 福井商工会議所会頭 川田 達男 

○旭日小綬章 

天童商工会議所会頭 押野 宏 生駒商工会議所会頭 久保 昌城 

今治商工会議所（元）会頭 村上 景一 霧島商工会議所会頭 西 勇一 
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○旭日双光章 

小松商工会議所（元）会頭 伊藤 貞之 真岡商工会議所（元）会頭 篠原 泉 

川越商工会議所（元）会頭 大久保 敏三 江南商工会議所（元）副会頭 船戸 和昭 

吹田商工会議所副会頭 瀧川 紀征 箕面商工会議所（元）会頭 光井 良治 

和泉商工会議所副会頭 阪口 吉男 小野商工会議所（元）副会頭 伊藤 俊博 

○旭日単光章 

前橋商工会議所女性会会長 楯 政江 

 

②国家褒章（順不同・敬称略、日商推薦のみ、役職名は発令時のもの） 

ア．春の褒章（４月 29 日発令） 

○藍綬褒章 

高崎商工会議所（元）副会頭 金井 功 岸和田商工会議所副会頭 土井 康司 

 

イ．秋の褒章（11 月３日発令） 

○藍綬褒章 

紋別商工会議所（元）副会頭 村上 弘昭 新居浜商工会議所（元）副会頭 畑田 達志 

 

③表彰 

ア．第 122 回日本商工会議所表彰（平成 27 年９月 17 日表彰） 

表  彰  の  種  類 人    数 

規則第１条  ０商工会議所 ０名

（商工会議所に特に功労のあった者）   

規則第２条第２項 50年 １商工会議所 １名

（永年勤続役員・議員） 40年 19商工会議所 24名

 30年 61商工会議所 110名

 20年 99商工会議所 264名

規則第２条第１項  126商工会議所、１連合会 210名

（退任役員・議員）   

規則第３条 40年 13商工会議所 13名

（永年勤続職員） 30年 78商工会議所 102名

 20年 92商工会議所 137名

 10年 90商工会議所 133名

○商工会議所表彰（マル経資金関係、検定事業、事業活動） 

・マル経資金関係：17 商工会議所 

青森、奥州、会津若松、立川、町田、多摩、常滑、熊野、福井、大津、高石、岡山、笠岡、尾道、 

三次、新南陽、奄美大島 

・検定事業推進：15 商工会議所 

十和田、石岡、大田原、春日部、船橋、武蔵野、立川、瀬戸、犬山、宮津、大東、長門、高松、

八女、人吉 

・受験者数拡大：15 商工会議所 

十和田、真岡、春日部、船橋、立川、半田、宮津、伊丹、廿日市、高松、坂出、八女、松浦、 
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津久見、鹿屋 

・事業活動：６商工会議所 

恵庭、秩父、伊東、安城、伊勢、坂出 

イ．第 123 回日本商工会議所表彰（平成 28 年３月 17 日表彰） 

表  彰  の  種  類 人    数 

規則第１条 １商工会議所 

 

１名

（商工会議所に特に功労のあった者） 

規則第２条第２項 50年

40年

１商工会議所 

７商工会議所 

１名

７名（永年勤続役員・議員） 

 30年 53商工会議所 79名

 20年 70商工会議所 209名

規則第２条第１項 93商工会議所 154名

（退任役員・議員）  

規則第３条 40年 ５商工会議所 ６名

（永年勤続職員） 30年 31商工会議所 38名

 20年 41商工会議所 49名

 10年 30商工会議所 44名

○商工会議所表彰（組織強化関係・財政基盤強化・事業活動） 

・会員増強-組織率向上：18 商工会議所 

盛岡、釜石、宮古、能代、二本松、高岡、太田、秩父、伊勢、武生、大野、海南、井原、広島、 

大竹、萩、宇和島、鹿児島 

・会員増強-会員数増加：18 商工会議所 

 仙台、郡山、新潟、さいたま、松戸、東京、武蔵野、藤沢、磐田、大府、大阪、茨木、吹田、豊中、

泉佐野、和泉、那覇、沖縄 

・高組織率：18 商工会議所 

 大船渡、塩釜、米沢、氷見、塩尻、石岡、春日部、八街、多摩、三浦、静岡、神岡、各務原、 

春日井、鈴鹿、福井、竹原、臼杵 

・財政基盤強化：18 商工会議所 

 赤平、大曲、高崎、所沢、千葉、武生、八日市、泉大津、茨木、豊中、大和高田、呉、庄原、 

東広島、廿日市、光、大洲、平戸 

・事業活動：10 商工会議所、１連合会 

富良野、美幌、燕、加茂、佐久、鳥取、米子、倉吉、境港、鳥取県連、中津 

 

○復興特別表彰 

・連名表彰（日本商工会議所会頭・東北六県商工会議所連合会会長）：１商工会議所 

 －遊休機械無償マッチング支援プロジェクトの創設の礎－ 

名古屋 

・連名表彰（日本商工会議所会頭・東北六県商工会議所連合会会長）：83 商工会議所 

 －遊休機械無償マッチング支援プロジェクトの機械提供商工会議所－ 

旭川、室蘭、北上、仙台、山形、鶴岡、米沢、長井、天童、新潟、小千谷、高岡、金沢、長野、 
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日立、ひたちなか、宇都宮、足利、小山、高崎、前橋、伊勢崎、太田、藤岡、川越、川口、 

さいたま、深谷、狭山、銚子、船橋、松戸、館山、成田、佐倉、東京、八王子、青梅、立川、 

むさし府中、町田、横浜、横須賀、相模原、大和、甲府、静岡、三島、島田、焼津、掛川、藤枝 

袋井、名古屋、岡崎、豊橋、豊川、刈谷、豊田、安城、西尾、春日井、犬山、大府、桑名、大野、 

京都、大阪、東大阪、豊中、神戸、姫路、相生、豊岡、高砂、笠岡、広島、下関、高松、新居浜、 

北九州、直方、大分 

・連名表彰（日本商工会議所会頭・仙台商工会議所会頭）：３名 

－販路回復・開拓支援事業コーディネーター－ 

遠藤 光好、佐久間 賢治、武藤 成昭 

 

（3） 慶弔・その他 

慶弔電報等 

 慶 祝 弔 慰 

電報・メッセージ等 55件 16件 

出       席 45件 0件 
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７．会  議 

 

（1）会員総会 

①第 122 回通常会員総会・会員大会 

○日 時 平成 27 年９月 17 日（木）９時 30 分～11 時 50 分 

○場 所 グランドプリンスホテル新高輪 国際館パミール３階「崑崙」 

○来 賓 

＜政党＞ 

自由民主党幹事長代理      棚 橋 泰 文 殿 

公明党代表           山 口 那津男 殿 

日本維新の会代表        松 野 頼 久 殿 

○出席者 398 商工会議所・1,307 名 

  委任状による出席 116 商工会議所 

○議 長 三村会頭 

○議事録署名人 盛岡商工会議所・谷村会頭、敦賀商工会議所・有馬会頭 

○表 彰 

日本商工会議所第122回表彰（詳細は、表彰の項参照） 

○議 事 

中村専務理事の開会宣言により開会。冒頭、三村会頭の挨拶があり、その後、中村専務理事が安倍晋

三内閣総理大臣、宮沢洋一経済産業大臣からのメッセージを読み上げた。その後、定款第 30 条の規定

に基づき、三村会頭が本総会の議長に選任された。議長から、議事録署名人に盛岡商工会議所・谷村会

頭ならびに敦賀商工会議所・有馬会頭が指名された。 

議事に先立ち行われた「被災地報告」では、まず、復旧・復興に対する全国の商工会議所のこれまで

の活動等をわかりやすくまとめた動画を放映した後、東北六県商工会議所連合会・鎌田会長（仙台・会

頭）から、継続的な支援に対する謝意や被災地の現状が述べられるとともに、風評打破・風化払拭に向

け、より一層の協力依頼がなされた。その後、議長から全国の商工会議所に対し、息の長い支援を呼び

かけた。 

（議案第１号）平成 26 年度事業報告（案） 

（議案第２号）平成 26 年度収支決算（案） 

まず、日本商工会議所の 近の活動をわかりやすくまとめた動画を放映した後、議案第１号の「平成

26 年度事業報告（案）」は中村専務理事、議案第２号の「平成 26 年度収支決算（案）」は久貝常務理事

からそれぞれ説明があり、安部監事（宇部・会頭）の監査報告の後に審議に入ったところ、両議案とも

異議なく承認された。 

（議案第３号）日本商工会議所会員大会決議（案）について 

議案第３号の「日本商工会議所会員大会決議（案）」について、佐藤副会頭（大阪・会頭）から説明が

あり、審議に入ったところ、万雷の拍手をもって満場一致で採択された。 

 

②第 123 回通常会員総会 

○日 時 平成 28 年３月 17 日（木）14 時 30 分～17 時 00 分 
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○場 所 帝国ホテル３階「富士の間」 

○来 賓 

＜政府＞ 

内閣総理大臣 安倍 晋三 殿 

経済産業大臣政務官 星野 剛士 殿 

○出席者 377 商工会議所・800 名 

  委任状による出席 137 商工会議所 

○議 長 三村会頭 

○議事録署名人 上越商工会議所・田中会頭、徳島商工会議所・近藤会頭 

○表 彰 

日本商工会議所第 123 回表彰（詳細は、表彰の項参照） 

○議 事 

石田専務理事の開会宣言により開会。三村会頭の挨拶の後、安倍晋三内閣総理大臣が祝辞を述べた。

林幹雄経済産業大臣は急遽欠席となり、星野剛士経済産業大臣政務官が祝辞を代読した。その後、定款

第 30 条の規定に基づき、三村会頭が本総会の議長に選任。議長から、議事録署名人として、上越商工

会議所・田中会頭ならびに徳島商工会議所・近藤会頭が指名され、了承された。 

議事に先立ち行われた「被災地報告」では、東北六県商工会議所連合会・鎌田会長（仙台・会頭）か

ら、各地商工会議所および日本商工会議所の復興に向けた協力・支援への謝辞が述べられた。また、東

北六県連への義援金 3.9 億円の活用状況について、被災地の現状報告、遊休機械無償マッチング支援プ

ロジェクトや販路回復・拡大支援、風評対策・インバウンド拡大などの成果に関する説明があり、 後

に、被災地の復興に向け、引き続きの支援が呼びかけられた。 

（議案第１号）平成 28 年度事業計画（案）について 

（議案第２号）平成 28 年度収支予算（案）について 

まず、日本商工会議所の活動をまとめた動画を放映した後、議案第１号の「平成 28 年度事業計画（案）」

について石田専務理事から、「平成 28 年度収支予算（案）」について久貝常務理事からそれぞれ以下の

とおり説明とともに諮り、両議案とも異議なく承認された。 

「平成 28 年度事業計画（案）」では、第 29 期行動計画を踏まえ、①デフレから確実に脱却し、強い経

済を実現するためにわが国の潜在成長率を引き上げるサプライサイド政策、すなわち成長戦略の実行が

カギであること、②「人口急減」と「地方の疲弊」という課題に直面するなか、地方創生には、アベノ

ミクスの効果を地方で仕事と雇用を支える中小企業に波及させることが重要であり、日本商工会議所お

よび全国の商工会議所は、地域の中核として強力なリーダーシップを発揮するとともに、全国のネット

ワークを 大限に活かし、地方創生に向けた取り組みを強化することが示された。 

「平成 28 年度収支予算（案）」で、平成 28 年度の予算規模は、「一般会計および広報特別会計の合計」

が 99 億 4,926 万円となり、27 年度決算見込み額と比べ 14 億 155 万円の増（16.4％）となった。 

［全国商工会議所観光振興大会 2016 in 京都について］ 

京都商工会議所・立石会頭から、本年７月 11 日～13 日に京都市を中心に京都府各所で開催される分

科会・エキスカーションを含む「全国商工会議所観光振興大会 2016 in 京都」についての PR があった。 

○記念講演 「宇宙から学ぶ～我々は何故挑戦し続けるのか～」 

  宇宙飛行士・日本科学未来館館長 毛利 衛 氏 
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（2）議員総会 

①第 249 回議員総会 

○日 時 平成 27 年７月 16 日（木）13 時 00 分～14 時 00 分 

○場 所 ホール（JPタワー（KITTE）４階） 

○出席者数 110 名 

○議 長 三村会頭 

○議事録署名人 長野商工会議所・北村会頭、高知商工会議所・青木会頭 

○議 事 

三村会頭が議長席につき、開会した。議長から、議事録署名人に、長野商工会議所・北村会頭、高知

商工会議所・青木会頭を指名した。 

 

議事に先立ち、内閣府副大臣の西村康稔氏から、先月末取りまとめられた「経済財政運営と改革の基

本方針 2015」および「『日本再興戦略』改訂 2015」について、説明を聞いた。中小企業対策と地域の活

性化を中心に、これまでの改革の主な成果と新たな取り組みについて、事例も交えた具体的な説明が

あった。 

議事に入る前に、新任常議員の宇部・安部会頭の紹介があり、ご挨拶をいただいた。 

議  案（１）第 122 回通常会員総会への提案事項について 

中村専務理事から、「平成 26 年度事業報告（案）」、久貝常務理事から、「平成 26年度収

支決算（案）」について、それぞれ説明とともに諮り、異議なく承認された。本承認を受

け、９月の通常会員総会へ付議されることとなった。 

（２）平成 28年度中小企業・地域活性化施策に関する意見・要望（案）について 

西村中小企業委員長（大阪・副会頭）から、「平成 28 年度中小企業・地域活性化施策に

関する意見・要望（案）」について、以下の説明とともに諮り、異議なく承認された。 

本意見は、来年度の政府予算の概算要求に向けて、中小企業政策専門委員会等で議論

し、全国の商工会議所への意見照会を経て、取りまとめた。 

まず、経済好循環の原動力である中小企業の活力強化を行うため、設備投資、技術開発、

国内外への販路開拓、人材確保により前向きに挑戦する中小企業を後押しすることを要

望したほか、原材料価格や電力料金などのコストアップに対して、価格転嫁対策の徹底

や、再生可能エネルギー買取制度や社会保障制度の見直しによる中小企業の負担軽減な

どを要望した。 

続いて、地方創生の中核を担う中小企業の活動基盤強化のため、創業・事業承継の促進

や、観光・農林水産業など地域資源を活用した産業創出や、地域の活性化に向けた空き

地、空き店舗の利活用促進、インフラの老朽化・防災対策の推進などを要望した。 

中小企業庁長官をはじめ、政府・政党等関係各方面に提出し、実現を求める。 

（３）長期エネルギー需給見通し（案）および温室効果ガス削減に向けた約束草案（政府原案）

に対する意見について（追認） 

中村専務理事から、「長期エネルギー需給見通し（案）および温室効果ガス削減に向け

た約束草案（政府原案）に対する意見」について、以下の説明とともに諮り、異議なく承

認された。 

政府の「エネルギーミックス」と「温室効果ガス排出削減に向けた約束草案」のパブリッ
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クコメント募集に対し、７月１日に経済産業省と環境省へ意見書を提出した。 

本意見では、まず、電力コストの更なる削減を進め、震災前の水準が出来るだけ早期に

実現できるよう必要な政策を実施することを求めた。続いて、電源構成比を見直し、原子

力は 25％程度、ベースロード電源は６割程度まで引き上げることを求めるとともに、電

力コスト上昇に一刻も早く歯止めをかけるため、固定価格買取制度（FIT）の早期抜本的

見直しを求めた。さらに、省エネ関連設備の導入支援や省エネ診断など、中小企業の省エ

ネへの取り組みをハード・ソフト両面で支援することなどを求めた。 

（４）労働者派遣法改正案の早期成立を求める（追認） 

中村専務理事から、「労働者派遣法改正案の早期成立を求める」について、以下の説明

とともに諮り、異議なく承認された。 

労働者派遣法改正案が、労働者派遣事業の届出制を廃止し許可制に一本化することに

より、事業の健全化に資するなど、現行制度を大幅に改善することから、参議院で同法案

の趣旨説明が行われるタイミングをとらえて、（一社）経済団体連合会、（公社）経済同友

会と共同で、同法案の早期成立を求める本要望書を提出。本年９月１日の施行日に向け、

一刻も早い改正法案の成立を求めた。 

（５）新たな国土形成計画（全国計画）（原案）に対する意見について（追認） 

久貝常務理事から、「新たな国土形成計画（全国計画）（原案）に関する意見」について、

以下の説明とともに諮り、異議なく承認された。 

新たな国土形成計画（全国計画）（原案）のパブリックコメントの募集に対し、７月９

日に国土交通省へ本意見書を提出した。 

本計画は、コンパクトシティの推進や交通ネットワークの整備など、従来からの商工会

議所の要望に沿う内容であり、政府原案を確実に実現することを求めた。 

（６）第 122 回日本商工会議所表彰（案）について 

久貝常務理事から、「第 122 回日本商工会議所表彰（案）」について、説明とともに諮

り、異議なく承認された。表彰式は、９月の通常会員総会で行われる。 

 

報告事項（１）遊休機械無償マッチング支援プロジェクトの休止について 

久貝常務理事から、「遊休機械無償マッチング支援プロジェクトの休止」について、以

下のとおり報告した。 

東日本大震災による津波等で機械等を流失・損壊した事業者への緊急支援措置として、

平成 23 年９月の開始以来、82 商工会議所、441 社の協力により、3,065 件のマッチング

が成立している。 

震災から４年が経過し、今後は販売面の支援策が重要となるなか、７月の東北六県商工

会議所連合会の定期総会において、今年度を持って本事業を休止することが決定した。 

９月末に「被災地支援機械情報データベース」における新規の機械登録受付を休止し、

今年度末までに、マッチングした機械等の輸送作業を完了する。 

（２）訪タイ・マレーシア経済ミッション（平成 28 年２月） 

三村会頭から、「訪タイ・マレーシア経済ミッション（平成 28 年２月）」について、多

くの会員企業への呼びかけをお願いした。 
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（３）マイナンバーへの対応について 

青山事務局長から、「マイナンバーへの対応」について、以下のとおり説明した。 

４月 10 日に「マイナンバー制度に係る事業者への周知徹底等に関する要望」を内閣府

へ提出し、本要望を受けて、内閣府より冊子が作成・公表された。各地商工会議所には希

望部数に応じ、７月 14 日までに送付した。また、会員事業者向けセミナーを全国９都市

において計12回開催したほか、各地商工会議所の主催する研修会への講師紹介を行った。 

商工会議所の所内体制整備については、日商から各地商工会議所に提供している規程

準則集に「特定個人情報保護規程」を新たに追加した。 

 

②第 250 回議員総会 

○日 時 平成 27 年９月 16 日（水）11 時 00 分～12 時 00 分 

○場 所 ホール（JPタワー（KITTE）４階） 

○出席者数 110 名 

○議 長 三村会頭 

○議事録署名人 さいたま商工会議所・佐伯会頭、岡山商工会議所・岡崎会頭 

○議 事 

議  案（１）平成 28 年度税制改正に関する意見（案）について 

中村専務理事から、日本型軽減税率制度（政府案）の説明があり、その後、田中特別顧

問・税制委員長（東京・副会頭・税制委員長）から、「平成 28 年度税制改正に関する意見

（案）」、「女性の働きたい意志を尊重した税・社会保険制度に関する提言（案）」について

以下の説明とともに意見案を諮り、異議なく承認された。 

本意見案は、全国商工会議所へのアンケート結果等を踏まえ、税制専門委員会において

検討を重ね、取りまとめたもの。 

意見案の「基本的な考え方」として、以下の４点を主張。 

①資本蓄積・労働力・生産性の３要素改善による中長期的な経済成長の実現 

②中小企業の資本蓄積や、生産性向上に向けた取り組みへの後押しが不可欠 

③「人口急減・超高齢化社会」の克服 

④「地方疲弊の深刻化」を克服する地方創生を実現する基盤づくり 

上記の基本的な考え方の下、以下を要望した。 

ⅰ）中小企業のイノベーションの促進を支援する法人税改革の実現 

中小企業は、多様な人材の雇用の受け皿となり、地域経済の中核的な役割を果たすと

ともに、新たな産業を創出する苗床の役割等、産業の担い手として日本経済に大きな役

割を果たしている。中小法人課税のあり方は、中小企業の実態や特性を踏まえながら、

中小企業基本法をはじめ中小企業政策との整合性を鑑みたうえでの検討が必要。その

際、生産性向上等の取り組みを後押しするなど、地域を支える中小企業の活性化を図る

視点が不可欠。外形標準課税の中小企業への適用拡大は、地域経済に甚大な影響を及ぼ

すことから断固反対。減価償却の定額法への統一も、中小企業の経営に多大な影響を与

えるため反対。 

ⅱ）消費税引き上げに伴う課題 

複数税率は、社会保障財源が大きく失われ、国民に別の形で負担を強いることから導
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入すべきでない。また、飲食料品を取り扱う事業者に限らず全ての事業者に影響が及ぶ

ため、インボイスの導入には断固反対。低所得者対策として、きめ細やかな給付措置で

対応すべきという主張に変わりはない。「日本型軽減税率制度」は、インボイスを利用

した「EU 型軽減税率制度」と比べ、商工会議所が従来主張してきた課題を解決する１つ

の案といえるが、マイナンバーカード利用時の国民の不安感払拭やセキュリティ強化の

対策を講じるとともに、小売業や飲食業等への専用端末の導入費用や、POS レジ導入・

ソフト改修費用、食券販売機・自動販売機の改修費用、運用面の支援、通信インフラの

整備等、企業規模や業態・地域別にきめ細かく対策を講じる必要がある。 

ⅲ）女性の活躍推進・子育て世代の支援に向けた制度の見直し 

配偶者控除等の見直しについて、多くの子育て世代が含まれる低所得世帯の負担軽減

のため、基礎控除、配偶者控除、配偶者特別控除を一本化し、税額控除制度に移行すべ

き。 

ⅳ）円滑な事業承継に向けた抜本的な見直し 

事業承継税制の抜本的な見直し（発行済議決権株式総数２／３要件を100％へ拡充等）

や、円滑な事業承継の大きな阻害要因となっている、取引相場のない株式の評価方法の

見直しを行うべき。 

ⅴ）中小・中堅企業の生産性向上・成長に資する税制措置 

中小企業の生産性向上に資する税制を延長すべき 

ⅵ）「地方疲弊の深刻化」に対する地方創生の取り組み 

地方創生の取り組みを後押しするため、ふるさと納税のさらなる拡充や地方における

免税店の拡大を行うべき。 

（２）第 122 回通常会員総会への提案事項について 

中村専務理事から、会員大会決議案について、以下の説明とともに決議案を諮り、異議

なく承認された。 

副題として、「今こそ商工会議所が強いリーダーシップを発揮し、地方創生を実現しよ

う」としているとおり、本決議は今後の地方創生に向けた取り組みに関する商工会議所の

決意表明として、とりまとめたもの。 

わが国はデフレ脱却と成長経済への重要な転換期を迎えているが、「人口急減」と「地

域の疲弊」という大きな構造的課題を抱えている。こうした中、地方創生は 2020 年まで

が勝負であり、民間設備投資など、企業が前向きな姿勢を見せ始めた今こそ、流れを変え

る好機である。 

我々民間が、直面する課題に立ち向かい、新たな成長に向けて、生産性の向上などに積

極果敢に取り組んでいかなければならない。他方、政府には、規制改革や社会資本整備な

ど、具体的な成長戦略を実行し、民間の挑戦を強力に後押しすることを要請していく。 

商工会議所は、地域の中核となり、広域的かつ多様な主体と連携しながら、危機意識を

含む地域のコンセンサスを形成し、官民協働で、地方創生の実現に向けた、以下の取り組

みに邁進していく。 

①多様な主体と積極的に連携し、地域ビジョンづくりや地方版総合戦略の策定、推進に参

画し、地域のコンセンサス形成に強いリーダーシップを発揮しよう！ 

②地域固有の資源を徹底的に磨き上げ、広域連携によって、魅力ある商品、サービス、産
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業を創出し、域外から人と消費・需要を呼び込み、地域に経済の好循環を構築しよう！ 

③地域経済や雇用を支える中小企業の新たな挑戦・イノベーションを、商工会議所ネット

ワークを 大限に活用して後押ししよう！ 

④東日本大震災の本格的な復興と福島再生に向け、商工会議所の総力を挙げて、風評被害

の払拭や販路開拓、風化の防止などに継続的に取り組もう！ 

⑤2020 年東京オリンピック・パラリンピック競技大会を国民的行事として盛り上げ、そ

の経済効果を全国に波及させ、地方創生に結び付けよう！ 

（３）「第４次社会資本整備重点計画（原案）」に対する意見について（追認） 

久貝常務理事から、「『第４次社会資本整備重点計画（原案）』に対する意見」について、

以下の説明とともに諮り、異議なく承認された。 

本年７月末、国交省の社会資本整備審議会（会長：三村会頭）において、第４次社会資

本整備重点計画の原案がとりまとめられた。 

社会資本整備重点計画は、個別インフラに係る従前の「５ヶ年整備計画」をひとまとめ

にしたもので、概ね５年おきに更新。本計画は、2015 年度～20 年度を計画期間としてお

り、東京オリンピック・パラリンピックをマイルストーンとし、わが国の喫緊の課題であ

るインフラ老朽化、巨大災害、人口減少と地方の疲弊、国際競争の激化への対応を目的と

して、改訂される。 

原案では、このような社会経済情勢に対応した社会資本整備事業の方向性として、①社

会資本のストック効果（すなわち、インフラ整備後に得られる産業集積・交流人口拡大な

どの中長期的な効果）を重視した投資への重点化、②「選択と集中」のさらなる徹底、③

既存施設の有効活用や民間資金・ノウハウの一層の活用などが明記された。 

本意見では、従前の商工会議所の主張に即したものであるとして、原案を評価しつつ、

今後の社会資本整備事業が地域の自立的発展や地域間交流・観光振興の促進などに一層

寄与するものとなるよう、まちづくり・観光振興・地域活性化などの観点が必要であると

主張。また、限られた財源のもと、計画の実効性を確保する上で不可欠な「人材確保・育

成対策の強化」「安定的・持続的な公共投資」の必要性を主張している。社会資本整備専

門委員会での議論を踏まえ、各都道府県連への意見照会の後、８月 19 日付で国土交通省

に提出した。 

パブリックコメントを踏まえた修正版の計画案は、９月 14 日に、社会資本整備審議会

会長である三村会頭より太田国土交通大臣に答申され、９月中に閣議決定される見通し。

今後は、地方ごとにブロック計画の策定が行われる。 

（４）平成 27年度一般会計収支補正予算（案） 

青山事務局長から、「平成 27 年度一般会計収支補正予算（案）」について、以下の説明

とともに諮り、異議なく承認された。 

東京商工会議所は、本年６月に標的型攻撃メールでパソコン等がウィルス感染し、情報

流出の可能性があることを発表し、問題となった。これを受け、当所で実施している検定

事業や特定原産地証明書発給事業、保険事業などの個人情報等の漏えい防止のため、情報

セキュリティ強化対策費用として「運営資金積立金」に積み立てていた８千万円の一部を

取崩し、「平成 27 年度一般会計収支予算」の補正として対応する。セキュリティ対策は毎

年対応を迫られることから、平成 27 年度においては、運営資金積立金のうち、６千万円
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を取り崩して情報セキュリティ強化対策費に充当する。次年度以降（28 年度）も必要に

応じて、残りの２千万円を取り崩して同対策費に充てる。  

報告事項（１）会議報告 

①第９回日韓商工会議所首脳会議について 

三村会頭から、９月９日開催の「第９回日韓商工会議所首脳会議」について、以下の

報告があった。 

本首脳会議には、日本側から、三村会頭をはじめ、副会頭、特別顧問 13 名が参加。

韓国側からは、朴（パク）会長はじめ大韓商工会議所の副会長他 13 名が参加した。 

首脳会議では、両国の経済状況および今後の展望、日韓の民間協力の現状と課題、両

国商工会議所事業のベストプラクティス等の説明があった。意見交換では、日本側から、

西村中小企業委員長より、大阪商工会議所が取り組んでいる韓国企業の誘致支援の紹介

があった他、井上特別顧問から、韓国人材の受け入れと育成の取り組み、また、佐々木

特別顧問からは、日韓双方向の観光振興についての説明があった。 

次回は来年（時期未定）、韓国・仁川（インチョン）で開催する。 

②塩崎厚生労働大臣と日本商工会議所との懇談会の結果概要について 

中村専務理事から、９月 16 日に開催された、「塩崎厚生労働大臣と日本商工会議所と

の懇談会」について、以下のとおり報告があった。 

本懇談会は、社会保障・労働の各分野について商工会議所の意見を政府に申し伝える

べく、塩崎厚生労働大臣との懇談を設定したもの。当所側は、三村会頭をはじめ 11 名

が参加。政府側は、塩崎厚生労働大臣をはじめ 14 名が出席した。 

冒頭、三村会頭は「現在、全国的にも景況感が回復しはじめ、新規設備投資も順調に

増えつつあるが、人手不足が深刻化し、成長の足かせになることに懸念を感じている。

女性や高齢者、若者など、多様な人材の活躍を促進し、働き手を増やすことが不可欠。

労働力人口の減少という構造問題に対応するためには、一人ひとりの労働生産性の向上

にも取組まなければならない。団塊の世代が後期高齢者入りする 2025 年までに、持続

可能な社会保障制度の再構築を実現していく必要があると発言した。 

その後、各政策テーマについて意見交換が行われ、塩崎厚生労働大臣から、企業が元

気に経営を続けていくことのできる環境を作っていきたいとの発言があった。 

（２）重要政策課題の動向について 

久貝常務理事から、「重要政策課題の動向」について、以下の説明があった。 

今後の日程について、10 月に内閣改造が行われる見込み。成長戦略は８月末に概算要

求が締め切られ、今後各省庁と財務省の調整が始まるところ。10 月の中旬には、官民投

資対話が開始される。TPP は個別項目に関する交渉が進められており、交渉妥結も近いと

されている。９月 11 日には改正労働派遣法が成立し、同月 30 日から施行となる。 

中小企業政策については、平成 28 年度の中小・小規模企業施策の概算要求は 2,379 億

円。各都道府県のよろず相談所の設置、サテライトオフィスの設置、創業や第二創業の促

進や事業引き継ぎ支援センターの拡充などの要望が出ている。また、中堅・中小企業の成

長戦略の見える化が経済産業大臣主導で進められている。経営発達支援計画は、197 商工

会議所が申請。31 件の計画が認定された。第２回申込は９月 11 日が締め切り。その後に

認定の手続きが進められる。 
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（３）東日本大震災における復旧・復興に向けた取り組みについて 

「東日本大震災における復旧・復興に向けた取り組み」については、議事進行の都合上、

資料配布のみ。 

（４）日本商工会議所青年部および全国商工会議所女性会連合会の活動について 

日本商工会議所青年部（日本 YEG）の伴会長（宇都宮 YEG）および全国商工会議所女性

会連合会（全商女性連）の山崎会長（東京女性会）から、それぞれ平成 27 年度上半期の

活動について報告があった。 

 

③第 251 回議員総会 

○日 時 平成 27 年 11 月 19 日（木）13 時 00 分～13 時 50 分 

○場 所 ホール（JPタワー（KITTE）４階） 

○出席者数 110 名 

○議 長 三村会頭 

○議事録署名人 富山商工会議所・髙木会頭、松山商工会議所・森田会頭 

○議 事 

議  案（１）「小規模企業振興対策予算等の拡充に関する要望」（案）について 

久貝常務理事から、「小規模企業振興対策予算等の拡充に関する要望」（案）について以

下の説明があり、異議なく承認された。 

本要望は、例年、各都道府県における来年度の予算編成が始まるこの時期に、各都道府

県の経営改善普及事業を中心とする「小規模企業対策予算の確保・拡充」を「全国知事会」

を通じて、各都道府県に対し、強く要望するもの。 

要望では、平成 28 年度の小規模企業振興対策予算の拡充と、その確実な執行をはじめ、

小規模・中小企業振興条例を制定し、その条例に商工会議所の経営支援の重要性を位置づ

けるとともに、必要な財政上の措置を講じること、来年度に予算化される予定の「新型交

付金」等を活用した事業推進などを求めている。加えて、その際、地域内外にネットワー

クを持つ地域総合経済団体として、商工会議所と緊密に連携して事業を進めるよう要望

している。 

なお、「小規模企業振興」および「地方創生」の実現には、基礎自治体である「市」の

役割も重要であることから、全国市長会を通じて、全国の市にも要望予定。 

（２）専務理事の選任同意について 

（３）顧問の委嘱について 

三村会頭から、11 月 30 日をもって専務理事を退任したいとの申し出が中村専務理事か

らあった旨、説明があり、後任の専務理事に元資源・エネルギー庁長官の石田徹氏を選任

し、中村専務理事は退任後には顧問に委嘱される旨、異議なく承認された。 

 

報告事項（１）会議報告について 

①合同訪中団 

三村会頭から、自らが出席した「合同訪中団の結果概要」について、以下の報告があっ

た。 

本合同訪中団は、日中経済協会の宗岡会長を団長に、（一社）日本経済団体連合会の
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榊原会長と三村会頭が 高顧問として参加する初めての３団体合同訪中団。11 月１日

から５日にかけて訪中し、参加者数は３団体合計で約 220 名と過去 大規模となった。 

11月４日には、李克強国務院総理と人民大会堂で全団員が謁見を実施。日本の経済界

の代表者が中国の総理と面会するのは６年ぶりのこととなった。また、工業や中小企業

の分野を所管する工業信息化部や国家発展改革委員会、日中韓 FTA や RCEP 交渉など経

済連携の分野を所管する商務部の代表らとの懇談を実施したほか、日中企業家対話では

日中の金融保険、自動車製造、電力エネルギーなどの分野 130 社以上から企業関係者約

300 人が出席した。中国国際貿易促進委員会・姜増偉委員長との懇談では、当所、（一

社）経済団体連合会、日中経済協会の３団体と中国国際貿易促進委員会の間で日中両国

の経済貿易関係の発展を促すため、協力覚書が締結された。 

合同訪中団終了後には、11月９日に３団体代表で安倍総理を表敬訪問し、結果報告を

行った。 

②ASEAN 大使との懇談会 

中村専務理事から、「ASEAN 大使との懇談会の結果概要」について、以下の報告があっ

た。 

三村会頭が会長を務める「ASEAN・日本経済協議会日本委員会」は、11 月 11 日に在京

ASEAN 各国大使との懇談会を開催。本懇談会は、平成 23 年度から実施され、今回で５回

目の開催。本年末の ASEAN 経済共同体発足を前に、その進捗状況の確認と今後の課題に

ついて、率直に意見を交換する良い機会であった。 

懇談会では、三村会長より、「ASEAN 経済共同体の発足により、域内の連結性がさらに

高まり、大きな経済圏への期待が高っている」との開会挨拶が行われたほか、釡副会長

から本協議会の 近の活動概要について報告があった。また、「ASEAN 経済共同体の設

立と日本企業の活動」をテーマに討議を実施し、本委員会メンバーからは、「域内自由

化目標の達成度の公表数字に対し、技術基準・認証制度等の統一は進んでおらず、また

非関税障壁はかえって増える事例もあり、実質的な自由化に向け改善の取組みが必要で

ある」などの提言がなされたほか、ASEAN 大使側からは、「各国はそれぞれに域内連結性

強化の取組みを進めている。委員会メンバーの提言内容も『課題』として認識しており、

協力を仰ぎながら改善を進めたい」とのコメントが寄せられた。 

また、ASEAN・日本間の交流促進に、観光客の往来のさらなる増加を図るべきとの意

見があり、双方で協力していくことが合意された。 

（２）森山農林水産大臣と日本商工会議所との懇談会について 

中村専務理事から、「森山農林水産大臣と日本商工会議所との懇談会の結果概要」につ

いて、以下の報告があった。 

本日（19 日）、「森山農林水産大臣との懇談会」を開催。農林水産省と日本商工会議所

との懇談会は今回が初めてで、農商工連携や TPP に関して具体的な意見交換を実施した。 

懇談会の冒頭、三村会頭からは、「TPP が持つプラス効果を高め、農林水産業を含む地

域経済の発展に資するものとなるよう、商工会議所としても尽力する」、「農林水産業は地

方創生の柱であり、商工業との連携強化により、十分な成長の余地がある」、「東日本大震

災の復興支援として、根強い風評被害に関する国内外での対策、とりわけ韓国、台湾等の

輸入規制解除に向けた、強力な働きかけを求める」旨の発言があった。また、森山大臣か
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らは、「『強い農林水産業』と『美しく活力ある農山漁村』の実現を目指し、マーケットイ

ンの発想による攻めの農政改革を推進する」、「世界から高品質として高い評価を得てい

る日本の農水産物のさらなる輸出促進と、日本食文化の発信を強化する」、「今月 25 日に

TPP の政府対応方針を決定する予定。全国に積極的に出向き、丁寧な説明を行っていきた

い」との発言があった。 

（３）重要政策課題の動向について 

久貝常務理事から、「重要政策課題の動向」について、以下の説明があった。 

①少子高齢化に正面から挑み、「希望を生み出す強い経済」、「夢をつむぐ子育て支援」、「安

心につながる社会保障」の「三本の矢」の実現を目的とし、10 月末から一億総活躍国民

会議が開催。有識者として、三村会頭が出席。11 月末に緊急対策を取りまとめる予定。 

②地方版総合戦略は、全都道府県・市町村で策定中。10 月末までに 47 県道府県、728 市

町村が「地方人口ビジョン」および「地方版総合戦略」を策定予定。 

③三村会頭が会長を務める中小企業政策審議会は、今後の中小企業施策の基本的な方向

性について検討するため、審議会の下に、生産性の向上に向けた法的枠組み・政策の在

り方を検討する「基本問題小委員会」と、信用補完制度の見直しを検討する「金融ワー

キンググループ」を新設。 

④自民党中小企業・小規模事業者政策調査会は、信用保証制度の在り方について、本年中

に検討を進め、方向性を示し、必要な措置を講ずる方向。これを受け、中小企業庁等も

年内に方向性を取りまとめる予定。金融機関のモラルハザードや制度利用事業者・金融

機関によるリスクのフリーライドの問題が課題として挙げられている。当所はヒアリン

グにおいて意見陳述を行う予定。 

（４）東日本大震災における復旧・復興に向けた取り組みについて 

久貝常務理事から、「東日本大震災における復旧・復興に向けた取り組み」について、

以下の説明があった。 

①「政府の被災地対策の動き」について、10 月 16 日、第３次安倍改造内閣の発足後、初

の復興推進会議が開催。高木復興大臣が被災地の現状や今後の取り組み方針について報

告し、復興に対する取り組みへの意識を共有した。また、安倍総理は 10 月 19 日、福島

の復興への取り組みとして、大熊町や楢葉町を訪問し、「福島相双復興官民合同チーム」

のメンバーも交えて商店主らと意見交換を実施。 

②「商工会議所の対応と支援の動き」について、風評被害払拭や復興支援を目的とし、郡

山商工会議所では、JA 郡山市と連携し、地元の産品を詰め合わせたお歳暮セットを、宮

城県商工会議所連合会では、原町商工会議所と連携し、南相馬市の特産品を詰め合わせ

たギフトセットを開発・販売。また、12 月２日から５日、福島県商工会議所連合会は、

交流・連携強化や震災の風評被害払拭などを目的に、台湾経済団体との懇談会を台北市

にて開催する予定。 

（５）「全国商工会議所観光振興大会 2015 in しずおか」の開催結果について 

静岡商工会議所の後藤会頭から、「全国商工会議所観光振興大会 2015 in しずおか」の

開催結果とともに、関係各位への謝辞が述べられた。 

（６）その他 

①平成 27 年秋の叙勲・褒章受章者 
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三村会頭から、平成 27 年の秋の叙勲・褒章受章者について、報告があった。 

 

④第 252 回議員総会 

○日 時 平成 28 年１月 21 日（木）13 時 00 分～13 時 50 分 

○場 所 ホール（JPタワー（KITTE）４階） 

○出席者数 110 名 

○議 長 三村会頭 

○議事録署名人 川崎商工会議所・山田会頭、宮崎商工会議所・米良会頭 

○議 事 

報告事項（１）マルコム・ターンブル オーストラリア首相の訪日について 

三村会頭から、昨年 12月 18 日のターンブル首相歓迎昼食会について報告した。 

（２）「林経済産業大臣と日本商工会議所との懇談会」結果概要について 

石田専務理事から、１月 21 日に開催した林経済産業大臣と日本商工会議所との懇談会

の結果概要について報告した。林経済産業大臣はじめ同省幹部 21 名、三村会頭はじめ商

工会議所関係者 14 名が出席。主な内容は以下のとおり。 

冒頭、三村会頭から、中小企業の足元の景況感や賃上げ・設備投資等を説明。軽減税率

や中小企業の電力コストの負担軽減、人手不足や地方創生への対応に対して一貫した政

策で取り組み、スピード感のある構造改革の断行を要請した。 

これを受け、林大臣から、次の発言があった。デフレ脱却には設備投資の点火と賃上げ

が不可欠。固定資産税減税やモノづくり補助金など、中小企業に使い易いメニューを用意

し、後押しする。取引価格の適正化などによる環境整備も進める。軽減税率は、レジ導入

補助や相談窓口設置などきめ細かなサポートを行いたい。また、12 月に高浜原発を訪問

して知事に原発再稼働の理解を求めたほか、関西電力に再稼働によるコスト削減を電力

料金値下げとして国民が実感できるよう働きかけた。 

その後、当所副会頭などから、中小企業や地域の直面する課題克服に向けた商工会議所

活動を紹介し、以下のこれら活動を後押しする政策や支援などを要請した。 

①TPP 早期発効と中小企業の活用促進。中小企業に利便性の高い原産地証明制度の実現。 

②人手不足対策として、女性・高齢者の活躍促進、IoT をはじめ設備投資を促す環境整備。 

③新たな法的枠組みで生産性向上に挑戦する中小企業の後押し、取引価格の適正化、事業

承継、中堅企業への支援。 

④農業の規制緩和や商品開発・販路拡大。インバウンド需要の全国的な波及に向けた支

援。 

⑤震災復興として、海外における日本の水産物などの輸入規制撤廃。福島再生に向けた被

災事業者の再建・自立支援 －など。 

経済産業省側からは、これら商工会議所意見を踏まえ、各課題への現在の対応状況の説

明とともに、今後具体的かつ積極的に取り組む旨の回答があった。 

（３）重要政策課題の動向について 

久貝常務理事から、重要政策課題の動向について説明した。主な内容は以下のとおり。 

2016 年の１年間の主な国内外主要予定について、重要政策課題ごとに今後のスケ

ジュールを紹介した。 
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消費税の軽減税率については、昨年 12月に三村会頭が菅官房長官を訪問し、混乱なく

軽減税率を導入するために政府・与党が取り組むべき対策を要請した。軽減税率の円滑な

導入に向けた政府支援策は、小売事業者等へのレジの導入・システム改修支援（平成 27

年度予備費 996 億円）、消費税軽減税率対応窓口相談事業（平成 27 年度補正予算 170 億

円）。窓口相談事業としては、514 商工会議所に相談窓口を設置予定。 

まち・ひと・しごと創生について、地方版総合戦略で先駆性のある事業に交付金措置（平

成 27 年度補正予算 1,000 億円、平成 28 年度予算 1,000 億円）。政府関係機関の地方移転

では、研究機関・研修機関（23）、中央省庁（７）が検討中の段階。今年度内に成案予定。 

TPP について、JETRO と協力して全国各地で説明会を開催。TPP 関連対策大綱に基づく

平成 27 年度補正予算として、経産省関係で 2,157 億円、農水省関連で 3,122 億円を計上。

各国で国内手続き（議会承認・批准）が進められ、今後は米国の状況が鍵となる。 

観光振興では、安倍総理を議長とした「明日の日本を支える観光ビジョン構想会議」が

スタート。年度内を目途に新しい目標の設定など必要な対応策のとりまとめが行われる。

当所では２月に提言をとりまとめ、政府に意見する。観光地域づくりの舵取り役として、

日本版 DMO 候補法人の登録制度も昨年末スタートした。 

知的財産関係では、地理的表示保護制度の第一弾として、昨年 12月に夕張メロンなど

７品目が認定された。これまでの文字や図表に加え、音や動画も新たな商標として登録可

能となる。また、平成 26年から地域団体商標に商工会議所が出願可能になったが、本年

１月には「中津からあげ」が商工会議所で初めて登録された。 

（４）東日本大震災における復旧・復興に向けた取り組みについて 

冒頭、仙台・鎌田会頭から被災地の現状と課題について、次の報告があった。 

グループ補助金を活用した事業再開や復興公営住宅への入居などが進む一方、販路回

復や人手確保が課題であり、いまだに多くの支援の手が必要。福島県は長期化、複雑化す

る風評被害や除染・汚染水問題、賠償問題などの課題が山積。東北六県連では、全国の商

工会議所の協力のもと、伊達な商談会など、販路開拓支援事業を実施。今年３月の北海道

新幹線開業や５月のＧ７仙台財務大臣・中央銀行総裁会議、７月の仙台空港民営化など大

きなプロジェクトが続く。各地域と連携しながら、交流人口の増加に努めていきたい。 

続いて、いわき・小野会頭から、原発立地域である福島県浜通りの厳しい現状について、

次の報告があった。福島第一原発の廃炉までは、30年かかる見込み。県内外で未だ 10 万

人が避難生活を行っており、沿岸漁業も活動自粛。観光も大きな打撃を受けているなか、

今後、原発事故の営業賠償が打切りとなると、サービス業等の倒産・廃業が懸念される。

被災後、若い世代が他地域で進学、就学しており、地元に戻ってこないため、学校や病院、

商業施設も営業再開できない。復興のためには、こうした負の循環を断ち切らなければな

らない。相馬、原町、いわきの３商工会議所は、行政の枠を超えて協議会を設置。今後、

研究機関や政府機関の誘致を進め、避難者や作業員の受け入れを進めていきたい。福島の

再生は未だこれからなので、継続的な支援をお願いしたい。 

続いて、久貝常務理事から、「東日本大震災における復旧・復興に向けた取り組み」に

ついて、以下の説明があった。 

政府では、平成 27 年度補正予算案の復興関係予算で、放射性物質に汚染された土壌の

除染など 1,016 億円を計上。平成 28年度当初予算総額は２兆 4,055 億円。復興庁は震災
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から５年目の基本的な考え方を明示。復興の進展に応じ変化してきた課題に対し、税制や

予算を活用して的確に対応するとともに、震災の経験と教訓を国民全体で共有し、復興の

現状について国内外への正確な情報提供に努める。 

東北六県連では、12 月実施の「伊達な商談会」で５件の商談が成立。１月には仙台市

で集団型商談会を開催予定。東京商工会議所は、１月 19 日から 20 日に「福島・宮城復興

応援物産展」を JP タワー（KITTE）で開催。石巻商工会議所は、２月 17 月に「2016 石巻

復興フード見本市」を開催予定。１月から２月にかけて、石田専務理事をはじめ当所役職

員が被災地の現状と課題を確認するために訪問予定。 

（５）リオデジャネイロ視察団の派遣（８月 18～25 日）について 

久貝常務理事から、「リオデジャネイロ視察団の派遣（８月 18～25 日）」について案内

した。定員は 30 名。２月５日までに「参加ご意向伺い書」による申込み者に案内資料を

送付する。 

 

⑤第 253 回議員総会 

○日 時 平成 28 年２月 18 日（木）13 時 00 分～13 時 50 分 

○場 所 ホール（JPタワー（KITTE）４階） 

○出席者数 110 名 

○議 長 三村会頭 

○議事録署名人 函館商工会議所・松本会頭、長崎商工会議所・上田会頭 

○議 事 

議  案（１）今後の観光振興策に関する意見（案）について 

須田観光共同委員長から「今後の観光振興策に関する意見（案）」について、以下の説

明とともに諮り、異議なく承認された。 

①政府は、昨年 11 月、訪日外国人旅行者数 2,000 万人が現実的となったことを踏まえ、

安倍総理を議長とする「明日の日本を支える観光ビジョン構想会議」を設置。本意見（案）

は、本ビジョンに商工会議所意見を反映させるべく、観光専門委員会において検討した

もの。 

②「基本的考え方」として、「観光」が地方創生、成長戦略の切り札であるとの認識のも

と、アジアの経済成長や TPP による巨大自由経済圏を活かし、インバウンドを日本の成

長につなげていくことが重要。国内旅行消費額の約９割を占める国内観光については、

インバウンドとの両輪により、長期的な減少傾向を食い止めることが必要と指摘。「今

後の重点的な観光施策の展開」として、インバウンドと国内観光それぞれの課題と具体

的な対応策について意見を整理。 

③インバウンドについては、ゴールデンルートや大都市など、特定都市・地域に集中して

いる外国人旅行者を全国各地に分散・拡大させることが重要。また、昨年の訪日外国人

旅行者数および、旅行消費額ともに全体の７割強を占める東アジア（中国、韓国、台湾、

香港）のみならず、観光先進国である欧米など多様な国からの誘客を進め、安定的な訪

日外国人旅行者数と旅行消費額を確保する。 

④国内観光については、地域や観光産業の自らの努力が必要との大前提の下、観光産業の

安定雇用や生産性向上の大きな阻害要因となっている季節的・時期的な需要格差への対
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応を進めるべく、国をあげた休暇取得キャンペーンの実施など、官民一体の観光需要の

平準化に向けた取り組みの推進を提案。 

⑤本意見（案）は、常議員会決議後、須田観光委員会共同委員長が田村観光庁長官、なら

びに、杉田内閣官房副長官に意見書を提出し、商工会議所の意見の実現を働きかける。 

（２）東日本大震災からの復興に関する意見・要望（案）について 

石田専務理事から「東日本大震災からの復興に関する意見・要望（案）」について、以

下の説明とともに諮り、異議なく承認された。 

①東日本大震災から５年が経過しようとする中、被災地が直面している課題や政府への

要望事項について､被災地の商工会議所等からの生の声を聞き、具体的な解決策･支援策

を要望書としてとりまとめた。 

②被災地では多くの地域で復旧・復興が進みつつあるものの、地域間や業種間で、その進

捗に大きな差が生じている。全ての地域が、復興の総仕上げに向けた「新たなステージ」

に立てるよう、これまで以上に地域の実情にきめ細かく対応した支援が必要。現在、被

災地が直面している共通かつ極めて深刻な課題として、次の４点を指摘。 

③１点目は「インフラ整備」。住宅再建や産業復興の基盤、災害時の「命の道」となるイ

ンフラを 優先で着実に整備する。２点目は「観光・農林水産業の再生」として、東北

では、外国人旅行者数が震災前の水準にようやく戻ったところであり、全国で急増する

インバウンドの効果を享受できていない。基幹産業である水産加工業の売上は、震災前

の約４割にとどまっている現状の克服が必要。３点目は「人手不足への対応」として、

被災地では、労働力不足が深刻。2020 年東京オリンピック・パラリンピックに向けた準

備が本格化すれば、被災地の人手不足がさらに深刻化する恐れがあり、対応が必要。４

点目は「福島の復興再生に向けた支援」として、福島県、特に浜通り地域は、他の地域

とは異なる深刻な課題に直面しており、引き続き国が前面に立った取り組みが必要。風

評被害の影響は、東北全体や関東なども含めて継続しており、情報発信を強化するなど、

粘り強い取り組みが必要。 

④常議員会で本案決議後、復興庁（２月 18 日髙木復興大臣を訪問）をはじめとする政府・

与党などに提出し、要望実現に向けて働きかけていく。 

（３）平成 27年度一般会計収支補正予算（案）について 

青山理事・事務局長から「平成 27 年度一般会計収支補正予算（案）」について、以下の

説明とともに諮り、異議なく承認された。 

当所の平成 27 年度収支予算は、昨年３月に開催した当所会員総会において、承認され

ているが、その後、国から受託していた３件の補助事業の事業規模が年明けに固まったこ

とから、平成 27 年度一般会計収支予算の補正を行う。 

収入の部については、委託費・補助金の補正後予算額は、現行予算額から３億 2,962 万

５千円増の 36 億 1,428 万２千円。内訳は、３件の補助事業を受託したことで、①「伴走

型小規模事業者支援推進事業費」が２億 4,046 万１千円、②「中小企業・小規模事業者事

業継続力強化支援事業費」が 1,606 万６千円、③「中小企業・小規模事業者情報プラット

フォーム活用支援事業費」が 7,309 万８千円。 

支出の部については、事業費における委託・補助事業費の補正後予算額は、現行予算額

から３億 2,962 万５千円増の 36 億 1,991 万５千円。内訳は、３件の補助事業の支出とし
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て、①「伴走型小規模事業者支援推進事業費」が２億 4,046 万１千円、②「中小企業・小

規模事業者事業継続力強化支援事業費」が 1,606 万６千円、③「中小企業・小規模事業者

情報プラットフォーム活用支援事業費」が 7,309 万８千円。 

（４）第 123 回日本商工会議所表彰（案）について 

青山理事・事務局長から「第 123 回日本商工会議所表彰（案）」について諮り、異議な

く承認された。表彰式は、３月の通常会員総会で行われる。 

 

報告事項（１）訪タイ・マレーシア経済ミッションについて 

三村会頭から、１月 31 日から２月６日に派遣した「訪タイ・マレーシア経済ミッショ

ン」について、以下のとおり報告した。 

参加者は総勢 79 名。タイではプラユット首相らを表敬訪問し、TPP への参加、ASEAN に

おける基準・認証の調和などについて取り組みを求めた。各閣僚から大変丁寧かつ詳細に

回答があり、タイが抱える課題や日本企業への期待など、予定の時間をオーバーした熱心

な語りかけがあった。 

マレーシアでは、ナジブ首相らと面会し、TPP を通じた経済連携強化、高速鉄道計画へ

の日本方式採用などを求めた。ナジブ首相からは「TPP に参加し、競争を通じて国内産業

を強くしたい」との発言があった。輸出の 80％を製造業が占める同国がいかに高付加価

値型の産業にシフトし「TPP メイド」の商品を米国等へ輸出できるかがカギであり、日本

企業のビジネスチャンスもある。高速鉄道計画については、「結論に時間を要する」との

話であったが、高い安全性やトータルライフサイクルコストでの優位性、技術移転・人材

育成への貢献などの新幹線方式の強みをしっかり伝えることができた。 

（２）重要政策課題の動向について 

青山理事・事務局長から、重要政策課題の動向について、以下のとおり報告した。 

重要政策課題を巡る今後の日程について、成長戦略関係では、６月に成長戦略改訂が予

定されており、これに向けて、３月下旬には観光ビジョン構想会議とりまとめられる。こ

の度の当所の観光意見は同ビジョンに対する向けたもの。 

１月に開催された一億総活躍国民会議の第４回会議では、三村会頭から、「中小企業に

おける人手不足は大きな経営課題であり、直ちに対策を講じる必要がある。働き方改革な

ど一つ一つの対策を粘り強く実行するためには、安定した恒久財源が必要。社会保障費を

高齢者対策から少子化対策にシフトすることや、余力のある高齢者の応能負担割合を高

めることなど、一部の人に痛みを伴う施策の断行は安定政権でなければできない」と主張

している。 

産業競争力会議では、三村会頭から地方版規制改革会議の設置の推進を要請。自治体の

設置意向は、「設置を検討」が７自治体。「詳細を確認し要否を検討」が 315 自治体。「設

置の検討予定なし」が 215 自治体。各地において首長へ早期設置の働きかけをお願いし

たい。 

（３）東日本大震災における復旧・復興に向けた取り組みについて 

青山理事・事務局長から、「東日本大震災における復旧・復興に向けた取り組み」につ

いて、以下のとおり報告した。 

①「政府の被災地対策の動き」について、復興推進委員会は、集中復興期間が３月で終了
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することに伴い、「平成 28年度以降の復興基本方針の骨子案」を協議。震災から５年が

経過する３月 11 日までに、新たな基本方針を閣議決定する方針。 

②「商工会議所の対応と支援の動き」について、東北六県連では、個別、集団型、バスツ

アー型の商談会を実施。伊達な商談会の成約率は 15.8％と高い。商談会２か月後に再度

判定をしており、25 年度、26 年度の 終成約率は 23.5％の見通し。また、１月 19 日か

ら 20 日に東京商工会議所が開催した「福島・宮城復興応援物産展」には２日間で１万

人が来場。三村会頭や星野復興大臣政務官も来場された。日本商工会議所と東日本大震

災沿岸部被災地区商工会議所連絡会は、１月 21 日に懇談会を開催。連絡会代表の浅野・

石巻商工会議所会頭から三村会頭に、復興に向けた要望書が手交された。 

 

⑥第 254 回議員総会 

○日 時 平成 28 年３月 17 日（木）11 時 00 分～11 時 50 分 

○場 所 孔雀西の間（帝国ホテル２階） 

○出席者数 110 名 

○議 長 三村会頭 

○議事録署名人 松本商工会議所・井上会頭、松江商工会議所・古瀬会頭 

○議 事 

議  案（１）特別顧問の委嘱について 

議長から、４月１日付で新たに東京商工会議所副会頭に就任される垣内威彦氏への特

別顧問の委嘱が諮られ、異議なく承認された。 

（２）第 123 回通常会員総会への提案事項について 

「第 123 回通常会員総会への提案事項」について、石田専務理事から「平成 28年度事業

計画（案）」、久貝常務理事から「平成 28 年度収支予算（案）」に係る説明があり、異議な

く承認され、同日午後に開催される通常会員総会へ付議されることとなった。 

（３）2020 年東京オリンピック・パラリンピック等の気運盛り上げに関する要望について（追

認） 

石田専務理事から、「2020 年東京オリンピック・パラリンピック等の気運盛り上げに関

する要望（追認）」について、以下の説明とともに諮り、異議なく承認された。 

３月３日、日本商工会議所・東京商工会議所連名で、2020 年東京オリンピック・パラ

リンピック等の気運盛り上げに関する要望を大会組織委員会に提出。現在、2020 年に向

けた大会準備が本格化しつつある一方で、その気運盛り上げや参画方法については、様々

な制約や不明瞭な点があり、早期に解決し、明確化する必要があったため、本日の常議員

会に先立って、本要望を提出した。 

「オリンピック・パラリンピックの準備状況や全体像を分かりやすく示すこと」や「各

地商工会議所や非スポンサーの会員企業が気運盛り上げに積極的に関与出来るように、

早期に第２エンブレムの設定やルール整備を行うこと」等を要望。今回の要望項目に対す

る回答は、追って書面で提示するとのことであり、後日内容を報告する。 

（４）知的財産政策に関する意見（案）について（追認） 

久貝常務理事から、「知的財産政策に関する意見（案）」について、以下の説明とともに

諮り、異議なく承認された。 
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政府の知的財産戦略本部では、現在、「知的財産推進計画 2016」の検討が本格化してお

り、本計画に反映させるため、科学技術・知財専門委員会での議論や企業ヒアリングを行

い、知的財産政策に関する意見（案）をとりまとめた。このうち、中小企業が知財を守る

ための知財紛争処理システムの構築に関しては、政府での議論の取りまとめが先行して

いるため、この部分のみ切り出して、３月３日に知財戦略本部に提出している。 

本意見では、特許等取得のハードルを下げるため、出願料等の大胆な減免と申請手続き

を簡素化することや、効果的に地域ブランドを構築するため、農林水産省が昨年より認定

制度を始めた「地理的表示保護制度」の積極的な周知および対象の拡大を行うこと、地域

団体商標の料金減免制度、証拠収集制度の改善や勝訴した場合の損害賠償額の引き上げ

など、知財を守るための裁判制度を中小企業にとっても使いやすいものにすることなど

を要望している。 

今後、内閣官房知的財産戦略事務局や特許庁等の関係各府省庁に提出し、実現に向けて

政府に働きかける。 

（５）会員の加入について 

久貝常務理事から、埼玉県・越谷（こしがや）商工会が来る４月１日に商工会議所とし

て新たに発足する運びとなり、発足後は、日本商工会議所への入会を希望しているため、

日本商工会議所への加入について承認いただきたい旨説明があり、異議なく承認された。

４月１日以降の全国の商工会議所数ならびに日本商工会議所の会員数は、「515」となる。 

（６）事務規則の一部変更について 

青山理事・事務局長から、現行の流通・地域振興部を「地域振興部」と変更することに

ついて諮り、異議なく承認された。 

 

報告事項（１）会議報告について 

①石破地方創生担当大臣と商工会議所会頭との懇談会 

石田専務理事から、16日に開催された「石破地方創生担当大臣と商工会議所会頭との

懇談会」について、以下の報告があった。 

本懇談会は、本年度中にすべての地方自治体が地方版総合戦略を策定することを踏ま

え、石破大臣から、地方創生に向けた活動や課題等について、地域の生の声を伺いたい

との申し入れがあり、昨年１月および４月に続き、開催したもの。 

懇談会の冒頭、三村会頭から、「全国で約８割の商工会議所が、『地方版総合戦略』の

策定に協力しているが、戦略策定への参画を断られたケースもある。今後、戦略の実行

段階に移るが、全国各地において、商工会議所の意見を是非尊重いただき、官民協働で

参画できるよう配慮いただきたい。」と述べられた。 

石破大臣からは、「これまで繰り返し『地域活性化施策』が実施されてきた。今回の

地方創生の動きが従来と異なるのは、『もはや時間が残されていない』という危機感と、

『失敗すれば国が潰れる』という切迫感があることである。可能性のある産業の潜在力

を引き出し、民間の力によって、生産性を向上させることが不可欠である。それぞれの

地域自らが分析・議論し、対応してもらう必要がある。キーワードは、産学官金労言。

地域の多様な主体が連携し、PDCA サイクルをきちんと回すことが重要である。地域で

芽生えている成功モデルを、どのように全国に広げて行けるか、地域で議論していただ
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き、生産性を向上するにはどうしたらよいのか、商工会議所としてどのように考えるの

か、我々政府に教えていただきたい」と述べた。 

その後、各地商工会議所の会頭・副会頭から、販路開拓や観光振興、地方移住、人材

育成、まちづくり、地方版総合戦略の推進などのテーマについて、各地商工会議所にお

ける先進的な取り組みに関する発言とともに意見交換を行った。 後に、三村会頭から

お礼の言葉を述べ、懇談を終了した。 

②自由民主党首脳と日本商工会議所との懇談会 

石田専務理事から、17日に開催された「自由民主党首脳と日本商工会議所との懇談会」

について、以下の報告があった。 

冒頭、三村会頭が挨拶し、中小企業の景況感や取り巻く経営環境などを説明したのち、

軽減税率への対応や人手不足と人口減少・少子化対策の取り組みを求めた。また、2020

年オリンピック・パラリンピック東京大会に向けて、各地域が参画しやすい仕組みの整

備を要望した。 

高村副総裁からは、「一昨年・昨年と賃上げにご協力いただき、感謝申しあげる。大

企業のみならず、中小企業を中心とする好循環を実現することが重要。そのためには、

取引価格の適正化が肝心であり、下請法の範囲にとどまらず、大企業に呼びかけるなど、

事業環境整備を進めたい」との発言があった。また、谷垣幹事長からは、「伊勢志摩サ

ミットにおいて、各国首脳が世界経済をどう分析し、どう打開していくか、明確なメッ

セージを打ち出したい。来年度予算を早期に成立させ、迅速に執行していくことが重要

である」との発言があった。 

その後、各地の会頭から重要政策課題について、商工会議所の考え方を説明し、自民

党からは、各施策に対する認識と理解・協力要請があった。 後に、三村会頭から、お

礼の言葉を述べ、懇談を終了した。 

（２）重要政策課題の動向について 

久貝常務理事から、「重要政策課題の動向」について、以下の説明があった。 

今後の日程として、まず、年度内に 28 年度予算が成立予定。５月 26 から 27 日にＧ７

首脳による伊勢志摩サミットを開催し、５月中にニッポン一億総活躍プランが策定予定。

４月に第５回官民投資対話が開催される見込み。地方創生では、第六回地域しごと創生会

議が４月中に開催予定。エネルギー・環境問題では、３月９日に高浜原発が運転差し止め

となっている。４月１日に電力小売り全面自由化がスタートする。同じく４月１日から

は、女性活躍推進法が施行される。 

規制改革では、規制改革会議から地方自治体首長宛に地方版規制改革会議設置を要請す

る文書を発出。12月に、当所から各地会議所に対応をお願いしているところ。地方版規制

改革会議の設置を検討しているのは９自治体となっている。中小企業等経営強化法では、

中小企業等の生産性向上・経営力向上の取り組みを後押しするため、中小企業庁は、中小

企業等が策定する「経営力向上計画」を大臣認定し、認定事業者に支援措置を講じる。具体

的には、認定計画に基づき新規に取得する、生産性を高めるための機械装置の固定資産税

を 1.4％から 0.7％へ３年間減免する。資本金１億円以下の中小法人が対象となり、商工会

議所等が申請をサポートする。経済連携の推進では、TPP対応で改正される主な法案が３月

中に衆参両院に特別委員会が設置され、今国会の会期中に成立する見通し。 
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（３）東日本大震災における復旧・復興に向けた取り組みについて 

久貝常務理事から、「東日本大震災における復旧・復興に向けた取り組み」について、

以下の説明があった。 

①「政府の被災地対策の動き」について、３月５日に安倍総理が福島県を訪問、３月 16

日から 18 日に天皇、皇后両陛下が宮城県、福島県を訪問。また、福島第一原発の廃炉

に向け、使用済燃料プールから核燃料を取り出す作業と、溶け落ちた核燃料を取り出す

工法の検討作業が進められ、汚染水対策については、現在、汚染源に水を近づけないた

めの対策である凍土方式の陸側遮水壁の凍結に向けた作業が本格的に進められている。

放射能汚染廃棄物の中間貯蔵施設の建設については、環境省が本年 10 月に一部施設の

建設工事を開始する計画を示す一方、用地取得が大きな課題。環境省は用地取得の進捗

状況に応じて、順次、建設工事を発注する方針。 

②「商工会議所の対応と支援の動き」として、東北六県連では平成 27 年度に計 17 回の商

談会を開催。バイヤーはのべ 214 社、サプライヤーはのべ 344 社が参加し、1,000 を超

える商談が行われた。当日の成約は 162 件で成約率は 15.8％。東京商工会議所では、２

月 22 日に東京北区・岩手ビジネス商談会を開催し、岩手県から 36 事業者、北区から約

60 名が参加したほか、24 から 25 日に、岩手・宮城・福島産品の物産展を開催し、三村

会頭も訪問した。３月３から４日には、刈谷商工会議所から気仙沼・古川の両商工会議

所に対し、超小型電気自動車を寄贈した。 

（４）日本商工会議所青年部（日本 YEG）の活動について 

今月末をもって１年間の任期満了により退任する日本 YEG の伴会長（宇都宮 YEG）か

ら、「日本 YEG の活動」として、平成 27 年度の事業等の報告があった。 

（５）リオデジャネイロ視察団の派遣 

久貝常務理事から、リオデジャネイロ・オリンピック視察団の派遣について、以下の説

明があった。 

本年８月５日に開幕するリオデジャネイロ・オリンピックに、日本商工会議所・東京商

工会議所合同で視察団を派遣する。定員を 30 名としているが、現時点でまだ枠に若干余

裕がある。定員になり次第締め切りとするため、参加の意向があれば、お申込みいただき

たい。 

また、９月７日開幕の同パラリンピック視察団の派遣について、あわせて案内する。リ

オ大会後は、次回開催地である東京に世界中の注目が集まることから、2020 年の東京大

会が、日本各地の魅力を世界に発信する絶好の機会となる。参加についてぜひ検討してい

ただきたい。 
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（3）常議員会 

回数・日時 
場所・出席者数 

（議事録署名人） 
議          事 

第644回 

４月16日 

13時～ 

13時50分 

JP タワー 

出席者数59人（委任

状提出による代理出

席を含む） 

（小樽・山本会頭 

宮崎・米良会頭） 

議案 

(1）中長期的なエネルギーミックス策定に向けた基本的考え方（案）について

(2）マイナンバー制度に係る事業者への周知徹底等に関する要望について（追

認） 

(3）中国の新たなサイバーセキュリティ規制に対する意見書の提出について（追

認） 

報告事項 

(1)「経済の好循環実現に向けた政労使会議」の結果概要について 

(2）甘利経済再生担当大臣と日本商工会議所との懇談会の結果概要について 

(3）石破地方創生担当大臣と商工会議所会頭との懇談会の結果概要について 

(4）重要政策課題の動向について 

(5）東日本大震災における復旧・復興に向けた取り組みについて 

(6）日本商工会議所青年部および全国商工会議所女性会連合会の活動について

 

※昼食懇談会 

演題:「LED が照らす日本と世界の明るい未来」 

ゲストスピーカー: 名古屋大学大学院 工学研究科 教授 天野 浩 氏

第645回 

６月18日 

10時～ 

10時50分 

ホテルメトロポリタ

ン高崎「丹頂」 

出席者数59人（委任

状提出による代理出

席を含む） 

（青森・若井会頭 

大分・姫野会頭） 

議案 

(1）特別顧問および顧問の委嘱について 

(2）国と地域の再生に向けた観光振興について（追認） 

(3）地方創生と中小企業の活力強化のための規制・制度改革の意見50について

（追認） 

(4）「商法（運送、海商関係）等の改正に関する中間試案」に対する意見につい

て（追認） 

(5）東日本大震災に係る会費減免（案）について 

報告事項 

(1）重要政策課題の動向について 

(2）東日本大震災における復旧・復興に向けた取り組みについて 

(3）平成27年春の叙勲・褒章について 

(4）夏季政策懇談会（７月15日/品川プリンスホテル）について 

 

※特別講演 

演題：「富岡製糸場の歴史と文化」 

ゲストスピーカー：富岡製糸場名誉顧問 

富岡製糸場総合研究センター所長 今井 幹夫 氏

第646回 

７月16日 

13時～14時 

JP タワー 

出席者数48人（委任

状提出による代理出

席を含む） 

（長野・北村会頭 

 高知・青木会頭） 

議案 

(1）第122回通常会員総会への提案事項について 

(2）平成28年度地域活性化・中小企業関係施策に関する意見・要望（案）につい

て 

(3）長期エネルギー需給見通し(案）および温室効果ガス削減に向けた約束草案

(政府原案）に対する意見について（追認） 

(4）労働者派遣法改正案の早期成立を求める（追認） 

(5）新たな国土形成計画（全国計画）（原案）に対する意見について（追認） 

(6）第122回日本商工会議所表彰（案）について 

報告事項 

(1）遊休機械無償マッチング支援プロジェクトの休止について 

(2）訪タイ・マレーシア経済ミッション（平成28年２月） 

(3）マイナンバーへの対応について 

 

※昼食懇談会 

演題：「日本を支えるイノベーションとリーダーシップ」 

ゲストスピーカー：日産自動車株式会社社長 カルロス・ゴーン 氏 



－77－ 

 

第647回 

９月16日 

11時～12時 

JP タワー 

出席者数51人（委任

状提出による代理出

席を含む） 

（さいたま・佐伯会頭 

岡山・岡崎会頭） 

議案 

(1）平成28年度税制改正に関する意見（案）について 

(2）第122回通常会員総会への提案事項について 

(3）「第４次社会資本整備重点計画（原案）」に対する意見について（追認） 

(4）平成27年度一般会計収支補正予算（案） 

報告事項 

(1）会議報告 

(2）重要政策課題の動向について 

(3）東日本大震災における復旧・復興に向けた取り組みについて 

(4）日本商工会議所青年部および全国商工会議所女性会連合会の活動について

第648回 

10月15日 

13時～ 

13時50分 

JP タワー 

出席者数45人（委任

状提出による代理出

席を含む） 

（福島・渡邊会頭 

和歌山・片山会頭） 

議事 

(1）地方創生に向けた「第５期科学技術基本計画」のあり方に関する７つの提言

（案）について 

(2）第三次安倍改造内閣に望む（追認）について 

報告事項 

(1）第53回日豪経済合同委員会会議の結果概要について 

(2）TPP 交渉の大筋合意について 

(3）重要政策課題の動向について 

(4）東日本大震災における復旧・復興に向けた取り組みについて 

 

※特別講演 

演題：「急激な環境変化に対応する経営のあり方について」 

ゲストスピーカー：株式会社ファーストリテイリング 

代表取締役会長兼社長 柳井 正 氏

第649回 

11月19日 

13時～ 

13時50分 

JP タワー 

出席者数45人（委任

状提出による代理出

席を含む） 

（富山・髙木会頭 

松山・森田会頭） 

議案 

(1）「小規模企業振興対策予算の拡充に関する要望」（案）について 

(2） 専務理事の選任同意について 

(3） 顧問の委嘱について 

報告事項 

(1）会議報告について 

(2）森山農林水産大臣と日本商工会議所との懇談会について 

(3）重要政策課題の動向について 

(4）東日本大震災における復旧・復興に向けた取り組みについて 

(5）「全国商工会議所観光振興大会2015 in しずおか」の開催結果について 

(6） その他 

 

※特別講演 

演題：「これからの日本のセキュリティー～マイナンバーを見据えたサイ

バーセキュリティー～」 

ゲストスピーカー：損害保険ジャパン日本興亜株式会社 顧問 

日本・東京商工会議所 顧問 

片桐 裕 氏

第650回 

12月17日 

13時～ 

13時50分 

JP タワー 

出席者数48人（委任

状提出による代理出

席を含む） 

（前橋・曽我会頭 

一宮・豊島会頭） 

議案 

(1）混乱なく消費税の軽減税率を導入するため、政府・与党が取り組むべき対策

について（追認） 

報告事項 

(1）平成28年度税制改正について 

(2）「甘利経済再生担当大臣と日本商工会議所との懇談会」結果概要について 

(3）重要政策課題の動向について 

(4）東日本大震災における復旧・復興に向けた取り組みについて 

(5）商工会議所の組織・財政等の現状（速報版）について 

(6）６月移動常議員会・議員総会等（富山）について（６月15日～16日） 

 

※昼食懇談会 

演題：「地方創生の視点～地域の魅力発掘と発信のポイント～」 

ゲストスピーカー：株式会社 TM オフィス代表取締役 PR プロデューサー 

殿村 美樹 氏
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第651回 

平成28年 

１月21日 

13時～ 

13時50分 

JP タワー 

出席者数58人（委任

状提出による代理出

席を含む） 

（川崎・山田会頭 

宮崎・米良会頭） 

報告事項 

(1）マルコム・ターンブル オーストラリア首相の訪日について 

(2）「林経済産業大臣と日本商工会議所との懇談会」結果概要について 

(3）重要政策課題の動向について 

(4）東日本大震災における復旧・復興に向けた取り組みについて 

(5）リオデジャネイロ視察団の派遣（８月18－25日）について 

 

※昼食懇談会 

演題:「今後の日本経済の動向と課題について」  

ゲストスピーカー: 株式会社三菱総合研究所 チーフエコノミスト 

武田 洋子 氏

第652回 

２月18日 

13時～ 

13時50分 

JP タワー 

出席者数58人（委任

状提出による代理出

席を含む） 

（函館・松本会頭 

長崎・上田会頭） 

議案 

(1）今後の観光振興策に関する意見（案）について 

(2）東日本大震災からの復興に関する意見・要望（案）について 

(3）平成27年度一般会計収支補正予算（案）について 

(4）第123回日本商工会議所表彰（案）について 

報告事項 

(1）訪タイ・マレーシ経済ミッションについて 

(2）重要政策課題の動向について 

(3）東日本大震災における復旧・復興に向けた取り組みについて 

第653回 

３月17日 

11時～ 

11時50分 

帝国ホテル「孔雀西

の間」 

出席者数58人（委任

状提出による代理出

席を含む） 

（松本・井上会頭 

松江・古瀬会頭） 

議案 

(1）特別顧問の委嘱について 

(2）第123回通常会員総会への提案事項について 

(3）2020年東京オリンピック・パラリンピック等の気運盛り上げに関する要望に

ついて（追認） 

(4）知的財産政策に関する意見（案）について（追認） 

(5）会員の加入について 

報告事項 

(1）会議報告について 

(2）重要政策課題の動向について 

(3）東日本大震災における復旧・復興に向けた取り組みについて 

(4）日本商工会議所青年部（日本 YEG）の活動について 

(5）リオデジャネイロ視察団の派遣 

(6）事務規則の一部変更について 

 

（4）監事会 

○日 時 ７月 15 日（水）10 時 45 分～11 時 50 分 

○場 所 品川プリンスホテル プリンスホール石鎚・霧島 

○出席者 ６名 

○内 容     平成 26 年度事業報告・同収支決算について、事務局から事業報告書（案）および収支

決算書（案）に基づいて説明があった後、出席監事２名により監査が行われた。 
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（5）委員会 

期 日 委 員 会 名 出席者数 議 題 ・ 講 師 等 

４月15日 第14回産業経済・第７

回労働・第６回情報化・

第９回エネルギー・環

境・第16回 

運営合同委員会 

133名 (1）利益を確保するネットショップ施策について 

ヤフー株式会社 

おもてなしギフトコーディネーター 小澤 富士男 氏

(2）少子化社会対策大綱について 

内閣府 子ども・子育て本部審議官 小野田 壮 氏

（3）大田原商工会議所における婚活事業の取組事例紹介について 

大田原商工会議所 専務理事 須佐 明良 氏

指導課 主任 嶋村 健  氏

(4）電力コスト問題、原子力発電所運転再開について 

①電力コスト上昇による地域・中小企業の現状について 

川口商工会議所 常議員 石川 義明 氏

（石川金属機工株式会社 代表取締役社長）

②エネルギーミックス策定に向けた基本的考え方（案）について

(5）重要政策課題の動向について 

(6）マイナンバー制度に係る事業者への周知徹底等に関する要望

について（追認） 

(7）「検定事業再生プロジェクト」平成27年度の取組みについて 

(8）「反社会的勢力の排除」条項を定款に規定した商工会議所におけ

る「反社会的勢力の排除」の実施方法について 

(9）その他 

４月15日 第７回観光・第12回地

域活性化合同委員会 

127名 (1）外国人旅行者向け消費税免税制度の拡充について 

経済産業省 商務流通保安グループ 流通政策課 課長補佐 

大竹 真貴 氏

(2）免税対応を含むインバウンド増大に向けた取り組みについて 

札幌商工会議所 国際・観光部長 鈴木 伸明 氏

(3）観光による地方創生の可能性について 

株式会社百戦錬磨 代表取締役社長 上山 康博 氏

(4）ノコギリ屋根工場など近代化産業遺産を活かした桐生の産業観

光について 

桐生商工会議所 専務理事 石原 雄二 氏

(5）国と地域の再生に向けた観光振興について（案） 

観光委員会 共同委員長 須田 寬 氏

 （名古屋商工会議所 文化・観光委員会委員長、

東海旅客鉄道株式会社 相談役）

(6）その他 

４月16日 第14回中小企業・第８

回税制合同委員会 

110名 (1）事業承継を巡る 近の動きについて 

中小企業庁 事業環境部 財務課長 飯田 健太 氏

(2）事業引継ぎ支援センターの取り組みについて 

静岡県事業引継ぎ支援センター

統括責任者 清水 至亮 氏

(3）一宮商工会議所における創業支援の取り組みについて 

一宮商工会議所 専務理事 細野 登 氏

経営指導員 杉本 隆次 氏

(4）地域の経済や雇用を担う NPO 法人への金融支援策について 

中小企業庁 事業環境部 金融課長 菊川 人吾 氏

(5）その他 

６月17日 第15回産業経済・第17

回運営・第４回地方分

権・行財政改革特別合

同委員会 

135名 (1）オホーツク管内６商工会議所の包括連携について 

北見商工会議所 会頭 永田 正記 氏

(2）東北復興支援アンテナショップ事業の再開について 

藤沢商工会議所 専務理事 金井 正志郎 氏

(3）重要政策課題の動向について 

日本商工会議所 常務理事 久貝 卓

(4）地方創生と中小企業の活力強化のための規制・制度改革の意見50

について（追認） 

(5）その他 
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７月16日 第15回中小企業・第13

回地域活性化・第７回

情報化・第10回エネル

ギー・環境・第18回運

営合同委員会 

131名 (1）クラウドソーシングでビジネスはこう変わる 

―クラウドソーシングが中小企業に与える影響とは― 

（株）クラウドワークス  

代表取締役社長 兼 CEO 吉田 浩一郎 氏

(2）省エネ診断でコスト削減に成功！ 

～年間約585万円削減を目指したプラスチック製造会社の事例～ 

①（一財）省エネルギーセンター 診断指導部  

 技術専門職 坂本 安弘 氏

② 山口化成工業（株）    代表取締役社長 松倉 利夫 氏

(3）「平成28年度中小企業・地域活性化施策に関する意見・要望」（案）

について 

(4）「新たな国土形成計画（全国計画）（原案）に対する意見」につ

いて 

(5）平成26年度事業報告（案）および平成26年度収支決算（案）につ

いて 

(6）マイナンバーへの対応について 

(7）その他 

９月15日 第16回産業経済・第７

回国際経済・第９回税

制・第19回運営合同委

員会 

130名 (1）海外への地域の魅力発信の強化（ジャパンハウス、地方連携プロ

グラム）について 

外務省 大臣官房参事官兼外務副報道官  水嶋 光一 氏

外務省 大臣官房総務課地方連携推進室長 德永 博基 氏

(2）「さっぽろ成長戦略 ～sapporo 引力」について 

札幌商工会議所 総合企画部 部長 福富 康夫 氏

(3）平成28年度税制改正に関する意見（案）について 

(4）平成27年度一般会計収支補正予算案について 

(5）重要政策課題の動向について 

(6）その他 

９月15日 第８回観光・第14回地

域活性化合同委員会 

134名 (1）新たな国土形成計画（全国計画）について 

国土交通省 国土政策局 総合計画課長 白石 秀俊 氏

(2）「第４次社会資本整備重点計画（原案）」に対する意見について（追

認） 

(3）バス事業を通じた観光まちづくり 

イーグルバス株式会社 代表取締役社長 谷島 賢 氏

(4）高崎まちなかコミュニティサイクル（高チャリ）について 

高崎商工会議所 中小企業相談所長 櫻井 則夫 氏

(5)「全国商工会議所観光振興大会2015 in しずおか」について 

(6）その他 

９月16日 第16回中小企業委員会 136名 (1）平成28年度中小企業関係概算要求等の概要について 

中小企業庁 長官官房 参事官 信谷 和重 氏

(2）成長戦略「３つの見える化」～地域の中核企業支援～ 

経済産業省 地域経済産業グループ 立地環境整備課 課長補佐

佐藤 猛行 氏

(3）その他 

10月14日 第17回産業経済・第10

回税制・第20回運営合

同委員会 

123名 (1）官民連携によるまち・ひと・しごと創生の取組み 

近江八幡商工会議所 専務理事 立岡 功次 氏

(2）「第５期科学技術基本計画」について 

①「第５期科学技術基本計画に向けた中間取りまとめ」について

内閣府 大臣官房審議官（科学技術・イノベーション担当）

中西 宏典 氏

②地方創生に向けた「第５期科学技術基本計画」のあり方に関する

７つの提言（案）について 

(3）消費税の複数税率に関する動向について 

(4）重要政策課題の動向について 

(5）その他 
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10月14日 第17回中小企業・第15

回地域活性化・第８回

情報化・第11回エネル

ギー・環境合同委員会 

109名 (1）インダストリー4.0と中小企業へのインパクトについて 

三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング㈱  

国際営業部副部長 尾木 蔵人 氏

(2）産官学連携による日本林業の再生 

東京農業大学教授 宮林 茂幸 氏

(3）商工中金における中小企業支援・地域活性化の取り組みについて

株式会社商工組合中央金庫  

組織金融部長兼地域連携室長 牧野 秀行 氏

(4）高レベル放射性廃棄物の 終処分に関する新たな取組みについ

て 

経済産業省 資源エネルギー庁 電力・ガス事業部 

 放射性廃棄物対策課長 小林 大和 氏

電気事業連合会 専務理事 小野田 聡 氏

(5）その他 

10月15日 第18回中小企業・第６

回教育合同委員会 

95名 (1）岩村田本町商店街振興組合における地域の人材育成事業について

佐久商工会議所 副会頭 阿部 眞一 氏

（岩村田本町商店街振興組合 理事長）

(2）ものづくり系ビジネスマッチングの取り組みについて 

リンカーズ株式会社  

代表取締役 Founder&CEO 前田 佳宏 氏

(3）サービス産業の生産性向上支援について 

経済産業省 商務情報政策局  

サービス支援課 課長補佐 山田 大樹 氏

(4）その他 

11月18日 第18回産業経済・第８

回国際経済・第11回税

制・第21回運営合同委

員会 

125名 (1）地方創生に向けたイベントの活用について 

①地域創生はイベントの活用で！JACE イベントアワードから 

日本イベント産業振興協会 理事、 

JACE イベントアワードプロデューサー 

早稲田大学大学院ファイナンス研究科非常勤講師 

 宮本 倫明 氏

②商工会議所イベント保険団体制度の活用について 

(2）平成28年度税制改正の状況について 

中小企業庁 事業環境部 財務課長 吉村 直泰 氏

(3）重要政策課題の動向について 

(4）ODA を活用した日本の中小企業の海外展開支援事業について 

外務省 国際協力局 開発協力総括課長 宮下 匡之 氏

(5）新しい商工会議所保険制度について 

(6）「日商簿記再生アクションプラン」の取組み状況等について 

(7）その他 

11月18日 第８回労働・第12回エ

ネルギー・環境・第３

回国民生活・第７回教

育合同委員会 

105名 (1）春日井商工会議所と中部大学による報酬型インターンシップ制度

について 

春日井商工会議所 理事・事務局長 山田 真平 氏

(2） 低賃金の 近の動向について 

(3）東京商工会議所における健康経営に関する取り組みについて 

東京商工会議所 サービス・交流部 担当部長 

藤田 善三 氏

(4）福島第一原発の廃炉・汚染水対策の状況について 

経済産業省 大臣官房 原子力事故災害対処審議官 

平井 裕秀 氏

(5）平成28年４月から始まる電力の小売全面自由化について 

電力取引監視等委員会事務局 総務課長 岸 敬也 氏

(6）その他 
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11月19日 第19回中小企業・第16

回地域活性化合同委員

会 

115名 (1）第４次社会資本整備重点計画の策定について 

国土交通省総合政策局 参事官（社会資本整備） 

小林 靖 氏

(2）小規模事業者の伴走型支援における関係機関との連携強化につい

て 

飯田商工会議所 専務理事     福澤 栄二 氏

中小企業相談所長 山田 浩志 氏

(3）「小規模企業振興対策予算等の拡充に関する要望」（案）について

(4）その他 

12月16日 第19回産業経済・第12

回税制・第９回情報化・

第４回国民生活・第22

回運営合同委員会 

144名 (1）改正個人情報保護法と中小企業への影響について 

内閣官房 情報通信技術（IT）総合戦略室  

内閣参事官 山本 和徳 氏

(2）マイナンバーの取組み状況について 

（一財）日本情報経済社会推進協会  

常務理事 電子情報利活用研究部 部長 坂下 哲也 氏

(3）重要政策課題の動向について 

(4）平成28年度税制改正について 

(5）消費者契約法改正の動向について 

(6）平成28年度日本商工会議所事業計画（たたき台）について 

(7）その他 

12月16日 第９回国際経済・第９

回観光・第17回地域活

性化合同委員会 

146名 (1）TPP 関連政策大綱について 

TPP 政府対策本部 内閣審議官 澁谷 和久 氏

(2）生活文化創造都市推進事業について 

三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング 

芸術・文化政策センター長 太下 義之 氏

(3）日本版 DMO の形成・確立に向けた取組について 

観光庁 観光地域振興部長 加藤 庸之 氏

(4）その他 

12月17日 第20回中小企業・第９

回労働・第13回エネル

ギー・環境合同委員会 

130名 (1）COP21の結果概要と 近の地球温暖化対策をめぐる動向について

経済産業省産業技術環境局  

審議官(環境問題担当） 三又 裕生 氏

(2）川内原子力発電所視察および川内商工会議所との懇談会の結果概

要報告について 

(3）就職・採用活動開始時期の見直しについて 

(4）みしま経営支援ステーション（M－ステ）による伴走型支援につ

いて 

三島商工会議所 専務理事 坪内 祐一 氏

中小企業相談所長 小川 雄司 氏

(5）その他 

平成28年 

１月20日 

第20回産業経済・第18

回地域活性化・第13回

税制合同委員会 

170名 (1）平成28年度税制改正について 

①平成28年度税制改正（国税）について 

財務省 主税局 税制第三課 企画官 高橋 俊一 氏

②平成28年度税制改正（地方税）について 

総務省 自治税務局 企画課長 開出 英之 氏

(2）重要政策課題の動向について 

(3）空き地・空き店舗の利活用促進に関する研究会報告書について 

和歌山大学 経済学部長 足立 基浩 氏

(4）その他 
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１月20日 

 

第21回産業経済・第10

回労働・第23回運営・

第５回地方分権・行財

政改革特別合同委員会 

162名 (1）育児・介護休業制度等の見直しについて 

厚生労働省 雇用均等・児童家庭局 

職業家庭両立課長 蒔苗 浩司 氏

(2）ストレスチェック制度について 

（3）衆議院選挙制度に関する調査会答申について 

日本商工会議所地方分権・行財政改革専門委員会 共同委員長

富良野商工会議所 会頭 荒木 毅 氏

(4）「さがみはらロボットビジネス協議会」の取組みおよび地方創生

に向けた活動について 

相模原商工会議所 専務理事 座間 進 氏 

中小企業振興部長 久保田 修 氏

(5）小田原箱根商工会議所の地方創生の取り組みについて 

～商工会議所提案に基づく地方版総合戦略の策定～ 

小田原箱根商工会議所 会頭 鈴木 悌介 氏

(6）その他 

1月21日 第21回中小企業・第24

回運営合同委員会 

127名 (1）平成27年度政府補正予算・平成28年度政府予算案における中小企

業関連予算の概要について 

中小企業庁 長官官房参事官 信谷 和重 氏

(2）「ものづくり指南塾」の取り組みについて 

～産学金官連携による新産業創出・技術革新で地域産業の底上げを～

前橋商工会議所 専務理事・事務局長 高橋 健 氏

産業振興部長 山田 功 氏

工業振興課 係長 横山 善彦 氏

（3）共済制度の推進について 

千曲商工会議所 専務理事 西澤 秀文 氏

(4）その他 

２月17日 第22回産業経済・第11

回労働・第14回エネル

ギー・環境・第25回運

営合同委員会 

112名 (1）地域団体商標（中津からあげ）の取得について 

中津商工会議所 専務理事 岩本 正士 氏

中小企業相談所長 奥上 勝己 氏

(2）青少年の雇用の促進等に関する法律～若者雇用促進法～について

厚生労働省 職業安定局 派遣・有期労働対策部 企画課 

若年者雇用対策室長 五百旗頭 千奈美 氏

（3）商法（運送、海商関係）改正に関する要綱について 

(4）FIT（再生可能エネルギー固定価格買取制度）の見直しについて

①再生可能エネルギーの導入促進に係る制度改革について 

資源エネルギー庁  

省エネルギー・新エネルギー部長 藤木 俊光

②再生可能エネルギー導入促進関連制度改革小委員会報告書（案）

に対する意見について 

(5）重要政策課題の動向について 

(6）平成27年度一般会計収支補正予算（案）について 

(7）組織強化関係表彰等の拡充について 

(8）その他 

２月17日 第10回観光・第22回中

小企業合同委員会 

130名 (1）経営発達支援計画策定の意義と認定計画の取り組みについて 

高知商工会議所 専務理事 杉本 雅敏 氏

中小企業相談所 専門経営指導員 茂井 康宏 氏

(2）平成28年度政府観光関連予算（案）について 

観光庁 観光地域振興部 観光資源課長 長﨑 敏志 氏

(3）観光振興に関する日南商工会議所の取り組みについて 

日南商工会議所 会頭 清水 満雄 氏

(4）今後の観光振興策に関する意見（案）について 

(5）その他 
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２月18日 第19回地域活性化・第

10回情報化・第26回運

営合同委員会 

114名 (1）「林業復活・地域創生を推進する国民会議」における取り組みに

ついて 

日本経済研究所 チーフエコノミスト 鍋山 徹 氏

(2）ふるさとテレワークによる地方創生の取り組みについて 

総務省 情報流通行政局

情報流通振興課長 今川 拓郎 氏

(3）大河ドラマ「真田丸」を活用した地方創生の取組みについて 

上田商工会議所 専務理事 田口 邦勝 氏

事務局長 矢ヶ﨑 雅哉 氏

(4）その他 

３月16日 第23回産業経済・第10

回国際経済・第12回労

働・第15回エネルギー・

環境・第27回運営合同

委員会 

202名 (1）東日本大震災からの復興と福島の再生について 

東北六県商工会議所連合会 常任幹事 間庭 洋 氏

福島県商工会議所連合会 常任幹事 石井 浩 氏

(2）商社 OB を活用した海外展開支援について 

NPO 法人 国際社会貢献センター 常務理事・事務局長

 関 伊知郎 氏

(3）商工会議所における海外展開支援について 

飯能商工会議所 議員 萩野 頼子 氏

(4）知的財産政策に関する意見（案）について 

(5）地球温暖化対策に向けた「CO２チェックシート」改訂について～

エネルギー使用量や温室効果ガス排出量の「見える化」～ 

(6）外国人技能実習制度の適正な運営に関する周知徹底について 

  法務省 入国管理局 入国在留課審査指導官 田口 敬治 氏

(7）中小企業のための女性活躍推進ハンドブックについて 

(8）平成28年度事業計画（案）ならびに収支予算（案）について 

(9）事務規則の一部変更について 

(10）その他 

３月16日 第24回産業経済・第23

回中小企業・第20回地

域活性化合同委員会 

199名 (1）2020年東京オリンピック・パラリンピック大会の開催概要、現時

点の準備状況について 

公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会

総務局長 雜賀 真 氏

(2）2020年東京オリンピック・パラリンピック等の気運盛り上げに関

する要望について（追認） 

(3）クラウドファンディングを活用した新たな中小企業支援について

ミュージックセキュリティーズ(株) 代表取締役 小松 真実 氏

(4）豊中商工会議所「CCI ファンズ」の取り組みについて 

豊中商工会議所 専務理事 小早川 謙一 氏

中小企業相談所 課長代理 吉田 哲平 氏

(5）重要政策課題の動向について 

(6）地域資源を活用した特産品の開発について 

美幌商工会議所 専務理事 横山 清美 氏

(7）その他 

 

(6）特別委員会 

期 日 特別委員会名 出席者数 議 題 ・ 講 師 等 

４月９日 第１回中小企業国際

化支援特別委員会 

13名 (1）講演「『お互い』プロジェクトについて」 

タイ王国政府 国家経済社会開発委員会 政策顧問 松島 大輔 氏

(2）中小企業国際化支援特別委員会の活動方針・検討テーマ等につ

いて 

（3）意見交換 

(4）その他 

６月17日 第４回地方分権・行財

政改革特別合同委員

会 

135名 地方創生と中小企業の活力強化のための規制・制度改革の意見50

について（追認） 
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６月22日 第４回まちづくり特

別委員会 

26名 (1）報告：まちづくり関係の政府の動きについて 

(2）報告：空き地･空き店舗の利活用促進に関する研究会における検

討状況について 

(3）討議：「平成28年度中小企業･地域活性化施策に関する意見・要

望」および「平成28年度税制改正に関する意見」への対応について

(4）意見交換 

(5）その他 

10月14日 第２回中小企業国際

化支援特別委員会 

14名 (1）講演「地方創生と地域産業の競争力強化－インバウンド促進に

向けて」 

内閣官房 まち・ひと・しごと創生本部事務局    

内閣参事官 村上 敬亮 氏  

(2）その他 

12月１日 

～２日 

第５回まちづくり特

別委員会 

15名 (1）基地支援体制の強化とハウステンボスへのカジノ誘致について

佐世保商工会議所 中小企業振興部次長 大島 賢一 氏

(2）創業支援について 

佐世保商工会議所 中小企業振興部長兼業務部長 白石 光春 氏

(3）「空き地・空き店舗の利活用促進に関する研究会」報告書（案）

について 

(4）意見交換 

(5）その他 

２月25日 第３回中小企業国際

化支援特別委員会 

11名 (1）講演：TPP 協定を活用した中堅・中小企業等の市場開拓について

経済産業省 通商政策局 経済連携課  

経済連携交渉官 横田 光弘 様

(2）今後の活動方針について  

(3）その他 

３月２日 第６回まちづくり特

別委員会 

25名 (1）講演：都市再生特別措置法等の一部を改正する法律案について

国土交通省 都市局 まちづくり推進課 企画専門官  平山 翔吾 氏

               同  係長        森   一将 氏

都市局 市街地整備課         課長補佐   石井  翔 氏

(2）報告：まちづくりに関する提言（仮称）のとりまとめについて 

(3）報告：第29期まちづくり特別委員会の今後の活動について 

(4）意見交換 

(5）その他 
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（7）専門委員会等 

期 日 専門委員会名 出席者数 議 題 ・ 講 師 等 

４月３日 第５回観光専門委員

会 

24名 (1）「わが国と地域の再生に向けた観光振興に関する意見（案）」につ

いて 

(2）今後の観光振興大会開催地の募集方法について 

(3）「平成28年度全国商工会議所観光振興大会」について 

(4）講演 

①観光を活用した地域活性化について 

東洋大学国際地域学部国際観光学科 准教授 矢ケ崎 紀子 氏

②会津地域における観光振興と県内商工会議所間の連携強化に向

けた取り組みについて 

会津若松商工会議所 会頭 宮森 泰弘 氏

(5）その他 

４月７日 第５回地方分権・行財

政改革専門委員会 

14名 (1）規制・制度改革の意見について 

・これまでの要望の実現状況等について（報告） 

・「地方創生と中小企業の活力強化のための規制・制度改革の意

見40」（案） とりまとめ状況 

・意見交換 

(2）衆議院選挙制度改革の動向について 

富良野商工会議所 会頭 

日本商工会議所 地方分権・行財政改革専門委員会共同委員長

衆議院選挙制度に関する調査会委員 荒木 毅 氏

(3）その他 

４月16日 第５回運営専門委員

会 

24名 (1）地方分権改革への対応について 

(2）小都市商工会議所の現状と課題について 

（小都市商工会議所支援 WG における意見の整理） 

(3）「全国商工会議所のビジネス総合団体保険制度（仮称）」について

(4）その他 

４月21日 第４回中小企業政策

専門委員会 

16名 (1）平成27年度中小企業政策専門委員会の進め方について 

(2）講演「 近の中小企業・小規模事業者支援について」 

中小企業庁 長官官房 参事官 米村 猛 氏

(3）講演「地域経済分析システムと地域中核企業支援について」 

経済産業省 経済産業政策局 地域経済産業グループ 

審議官（地域経済産業政策担当） 若井 英二 氏

(4）平成28年度中小企業関係施策に関する意見・要望の検討について

(5）意見交換 

(6）その他 

４月23日 経済法規専門委員会 30名 (1）講演「マイナンバー制度について」 

三宅法律事務所 弁護士 渡邉  雅之 氏

(2）議題「商法（運送、海商関係)の改正に関する中間試案に対する

意見（案）について」 

(3）議題「企業の社会的責任に関する専門委員会について」 

※東京商工会議所経済法規専門委員会との合同開催 

４月27日 第５回労働専門委員

会・第４回労働委員会 

合同会議 

35名 (1）講演 

 ①今後の労働政策の課題と方向について 

厚生労働省 政策統括官  石井 淳子 氏

 ②日本の外国人受入れ政策～論点整理と諸制度のあり方～  

法政大学 経営学部 教授   佐野 哲 氏

(2）報告 

 ①東京商工会議所本支部労働懇談会の結果概要について 

５月15日 第４回社会保障専門

委員会 

11名 (1）「社会保障改革と財政問題」 

株式会社日本総合研究所  

調査部 主任研究員 西沢 和彦 氏

(2）「マイナンバーの利活用に向けた動きについて」 

（一財）日本情報経済社会推進協会（JIPDEC）  

電子情報利活用研究部 部長 坂下 哲也 氏

(3）その他 
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５月20日 第６回税制専門委員

会 

21名 (1）講演 

「社会保障と税の一体改革の残された課題」 

株式会社大和総研 主席研究員  

パブリックポリシーリサーチ担当 鈴木 準 氏

(2）協議 

・平成28年度税制改正に関する意見（論点整理）について 

・平成28年度税制改正等に関するアンケート調査について 

(3）その他 

５月26日 第５回中小企業政策

専門委員会 

15名 (1）講演「中堅・中小企業の成長・発展に向けた新たな産業集積政策

について」 

東京大学大学院 総合文化研究科 教授 松原 宏 氏

(2）講演「秩父商工会議所における経営革新支援の取り組みについ

て」 

秩父商工会議所 中小企業支援課 課長 黒澤 元国 氏

(3）意見交換「平成28年度中小企業関係施策に関する意見・要望（概

要・骨子案）」について 

(4）その他 

５月30日 

～31日 

東北六魂祭等視察会 17名 観光専門委員会において、秋田市で開催された東北六魂祭の視察

会を実施。早川委員長をはじめ専門委員会委員が参加し、パレードの

見学を行った。翌31日は、同専門委員会で横手市・湯沢市を訪問し、

奥山・横手商工会議所会頭、髙久・湯沢商工会議所会頭らとの懇談の

ほか、地元酒造会社を視察した。 

６月11日 第６回科学技術・知財

専門委員会 

９名 (1）「第５期科学技術基本計画（中間取りまとめ）について」 

内閣府 大臣官房審議官（科学技術・イノベーション担当） 

中西 宏典 氏

(2）「平成28年度中小企業関係施策に関する意見・要望＜科学技術分

野＞（素案）」 

(3）「知財を活用した新規ビジネスの創生」 

富士通株式会社 法務・コンプライアンス・知的財産本部 

 ビジネス開発部長 吾妻 勝浩 氏

(4）その他 

６月17日 第２回貿易関係証明

専門委員会 

18名 (1）特定原産地証明書発給事業における「振興対策」の結果報告等に

ついて 

(2）新事務所の開設について 

(3）その他 

６月23日 第６回中小企業政策

専門委員会 

14名 (1）講演「ロボット革命がもたらす中小企業の生産性向上について」

東京大学名誉教授 佐藤 知正 氏 

(2）講演「地域活性化ファンドについて」 

株式会社 地域経済活性化支援機構 地域活性化支援部 

マネージング・ディレクター 田中 雅範 氏

(3）審議「平成28年度中小企業・地域活性化施策に関する意見・要望

（案）」について 

(4）その他 
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６月26日 第４回社会資本整備

専門委員会 

15名 (1）講演 新たな国土形成計画の策定にむけて 

国土交通省 国土政策局 総合計画課長 白石 秀俊 氏

(2）講演 第４次社会資本整備重点計画の策定にむけて 

国土交通省 総合政策局 参事官 中原 淳 氏

(3）事例発表 社会資本のストック効果の発揮にむけた取組の現状

と課題 

盛岡・玉山委員  中心市街地活性化・交通政策と連携したポイ

ントカード事業について 

日南・清水委員  東九州自動車道と油津港を活用したクルーズ

観光の推進について 

(4）事務局報告 新たな国土形成計画に関する日本商工会議所の考

え方について 

(5）事務局報告 第４次社会資本整備重点計画に関する日本商工会

議所の考え方について 

(6）意見交換 次期国土形成計画および社会資本整備重点計画の策

定にむけて 

(7）その他 

６月30日 第４回若者・女性活躍

推進専門委員会 

12名 (1）講演 

 ①少子化社会対策大綱について 

  内閣府 子ども・子育て本部参事官（少子化対策担当） 

岡 朋史 氏

②大阪商工会議所の「企業における女性の発掘・戦力化支援事業」

について 

大阪商工会議所 人材育成委員長 長谷川 惠一 氏

人材開発部次長 松井 伊代子 氏

(2）議事 

 ①平成27年度の活動計画について 

 ②意見交換 

(3）報告 

 ①「商工会議所婚活事業実施状況調査」の結果について 

 ②（東商）就職・採用活動開始時期の後ろ倒しに関する大学との意

見交換会について 

 ③その他 

７月８日 第７回税制専門委員

会 

20名 (1）報告 

消費税の軽減税率制度について 

財務省主税局税制第二課 企画調整室長 藤山 智博 氏

(2）協議 

・平成28年度税制改正に関する意見（素案）について 

・働き方に中立な社会保険・税制のあり方に関する考え方（案）

(3）その他 

７月16日 第６回日商労働専門

委員会・東商労働委員

会 委員長・共同委員

長・副委員長会議合同

会議 

16名 (1）平成27年度 低賃金引き上げの影響に関する調査結果について

（報告） 

(2）中央 低賃金審議会の動向について（報告） 

(3）中央 低賃金審議会における対応方針について（意見交換） 

(4）その他 

７月17日 第５回社会保障専門

委員会 

13名 (1）「世界制覇を狙うニッポンの医療産業力」 

株式会社産業タイムズ社 代表取締役社長 泉谷 渉 氏

(2）「高齢者向け事業の方向性についての一考察」 

ダイヤル・サービス株式会社  

シニアマネージャー 柳川 純一 氏

(3）労働力不足に対応し女性の活躍を促す社会保険・税制のあり方に

ついて 

(4）その他 
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７月30日 第４回教育専門委員

会 

11名 (1）講演 

・「産学連携教育の国際標準化に向けて-産学が求める能力の観

点から検証する-」 

文部科学省 産業界のニーズに対応した教育改善・充実体制

整備事業委員会         委員 加藤 敏明 氏 

・「なぜやる？！インターンシップ、その魅力と課題」 

株式会社大川印刷 代表取締役社長 大川 哲郎 氏 

(2）報告・協議 

・企業における共育支援活動に関するアンケート」について 

・「東商リレーションプログラムとハンドブック作成」について 

９月１日 第８回税制専門委員

会 

19名 (1）講演 

「国家戦略特区」について－規制改革の突破口、成長戦略の基盤－

内閣府 地方創生推進室 次長 国家戦略特別区域等担当  

藤原 豊 氏

(2）協議 

平成28年度税制改正に関する意見（案）について 

(3）その他 

９月11日 第６回観光専門委員

会 

24名 (1）「平成27年度全国商工会議所きらり輝き観光振興大賞」本審査 

(2）全国商工会議所きらり輝き観光振興大賞「広域連携特別賞」の創

設について（案） 

(3）「全国商工会議所観光振興大会2015 in しずおか」の準備状況に

ついて 

(4）「全国商工会議所観光振興大会2016 in 京都」の準備状況につい

て 

(5）「平成27年度全国商工会議所きらり輝き観光振興大賞」本審査・

結果発表 

(6）講演「『アクション・プログラム2015』を踏まえた観光政策につ

いて」 

観光庁 審議官 蝦名 邦晴 氏

(7）その他 

９月14日 第９回税制専門委員

会 

９名 (1）報告 

・「日本型軽減税率制度（政府案）」について 

・「日本型軽減税率制度（政府案）」に対する商工会議所の意見に

ついて 

(2）協議 

平成28年度税制改正に関する意見（案）について 

(3）その他 

※東京商工会議所税制検討小委員会との合同開催 

９月18日 第７回科学技術・知財

専門委員会 

11名 (1）講演 

「知的財産推進計画2015」の説明ならびに知財政策に関する意見交

換について 

内閣官房 知財戦略推進事務局 局長 横尾 英博 氏

(2）議事 

「地方創生に向けた「第５期科学技術基本計画」のあり方に関する

提言（たたき台）」について 

(3）その他 

10月２日 第７回日商労働専門

委員会・第５回東商労

働委員会 合同会議 

34名 (1）講演 

雇用分野における改革の方向性について 

慶應大学大学院 商学研究科教授  鶴 光太郎 氏

(2）報告 

 ①人手不足への対応に関するアンケート結果について 

 ②就職・採用開始時期後ろ倒しに関する課題について 

 ③雇用・労働法制の動向について 

 ④その他 

10月14日 第６回運営専門委員

会 

21名 (1）商工会議所保険制度について 

(2）大型店・全国展開チェーン店等の商工会議所への入会促進につい

て 

(3）その他 
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10月26日 第７回中小企業政策

専門委員会 

15名 (1）講演「平成28年度中小企業関係概算要求等の概要について」 

中小企業庁 長官官房 参事官 信谷 和重 氏

(2）講演「信用保証制度のあり方に関する検討について」 

中小企業庁 事業環境部 金融課長 菊川 人吾 氏

(3）意見交換「信用保証制度のあり方の検討に関する商工会議所の考

え方（案）」について 

(4）その他 

11月５日 第６回社会保障専門

委員会 

14名 (1）「次世代ヘルスケア産業の創出～健康経営の推進～」 

経済産業省 商務情報政策局 ヘルスケア産業課  

課長 江崎 禎英 氏

(2）「東京における健康企業宣言運動の実施について」（報告） 

(3）社会保障制度改革の状況について（報告） 

(4）その他 

11月10日 第10回税制専門委員

会 

10名 (1）報告・協議 

・消費税の軽減税率を巡る状況について 

・今後の商工会議所の対応について 

(2）その他 

※東京商工会議所 税制検討小委員会との合同開催 

11月12日 第６回地方分権・行財

政改革専門委員会 

８名 (1）講演 

・「生涯活躍のまち」（日本版 CCRC 構想）について 

   内閣官房 まち・ひと・しごと創生本部事務局 

参事官 川野 宇宏 氏

・「自治体間連携による南伊豆町との特別養護老人ホームの整備

について」 

杉並区 保健福祉部 高齢者施設整備担当課長 森山 光雄 氏

(2）報告 

・衆議院選挙制度調査会の検討状況について 

富良野商工会議所 会頭 荒木 毅 氏

・「日本商工会議所 規制・制度改革の意見」に関する実現状況に

ついて 

(3）その他 

11月20日 第５回若者・女性活躍

推進専門委員会 

10名 (1）議事 

 ①中小企業のための女性活躍推進ハンドブック（仮称）について

 ②意見交換 

(2）報告 

 ①働く女性のための検討会について 

 ②就職・採用活動開始時期の後ろ倒しについて 

 ③「人手不足への対応に関する調査」結果について 

 ④その他 

11月26日 

～27日 

川内原子力発電所視

察および川内商工会

議所との懇談会 

17名 エネルギー・環境専門委員会、エネルギー・原子力政策に関する研

究会において、川内原子力発電所の視察会を実施。大橋副会頭（神戸

商工会議所会頭）をはじめ委員会・研究会の委員等が参加し、中央制

御室やタービン建屋、緊急時対策所等、発電所構内を視察した。翌27

日は、山元会頭を含む川内商工会議所幹部との懇談会を開催し、運転

再開へ向けた地元経済界としての取組みや経済効果等について説明

を受けた後、活発な意見交換を行った。 

12月９日 第５回教育専門委員

会 

７名 (1）講演 

・「これまでのキャリア教育に対する評価」について 

独立行政法人 労働政策研究・研修機構 

 主任研究員 下村 英雄 氏

・「足利商工会議所における地元学生へにキャリア教育活動」につ

いて 

足利商工会議所 専務理事 福島 靖 氏

(2）報告・協議 

・「実践的な職業教育を行う新たな高等教育機関の制度化」につい

て 

・「東商リレーションプログラム」について 

・「インターンシップハンドブック」について 
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12月15日 第７回観光専門委員

会 

24名 (1）「全国商工会議所観光振興大会2015 in しずおか」の開催報告お

よび「全国商工会議所観光振興大会2016 in 京都」の準備状況に

ついて 

(2）講演 

「これからの地域交通政策について」 

国土交通省 総合政策局 公共交通政策部  

交通計画課長 海谷 厚志 氏

(3）講演 

「地方空港の活用によるインバウンド推進策について」 

国土交通省 航空局 次長 重田 雅史 氏

(4）事例発表 

 ①「路線バスを活用した観光振興について」 

 十勝バス株式会社 代表取締役社長 野村 文吾 氏

（帯広商工会議所 副会頭）

 ②「観光事業を取り入れた地域鉄道の活性化について」 

      明知鉄道株式会社 代表取締役専務 丸山 朝夫 氏

(5）意見交換 

(6）平成29年度以降の全国商工会議所観光振興大会開催地の選考方

法について 

(7）その他 

12月25日 第４回 IT 経営推進専

門委員会 

15名 (1）IoT とサービス創出 

 ～IoT 推進ラボの活動や海外動向～ 

一般財団法人 日本情報経済社会推進協会 

常務理事 坂下 哲也 氏 

(2）IoT 推進コンソーシアムについて 

経済産業省 情報通信機器課長 三浦 章豪 氏

(3）IoT 革命と中小企業へのインパクト 

一般社団法人クラウドサービス推進機構 理事長 松島 桂樹 氏

(4）意見交換 

(5）その他 

平成28年 

２月２日 

第８回観光専門委員

会 

18名 (1）講演 

日本版 DMO の形成･確立に向けた取組について 

観光庁 観光地域振興部長 加藤 庸之 氏

(2）事例発表 

 着地型観光の推進に向けた観光プラットフォームの取り組みにつ

いて 

株式会社南信州観光公社 代表取締役社長 高橋 充 氏

(3）今後の観光振興策に関する意見（たたき台）について 

(4）その他 

２月３日 第８回労働専門委員

会・第６回労働委員会

合同会議 

42名 (1）講演 

 一億総活躍社会実現に向けた雇用・労働分野での取組 

厚生労働省  

政策統括官付労働政策担当参事官 鈴木 英二郎 氏

(2）講演 

 経済好循環に向けた賃上げ・ 低賃金の引上げについて 

内閣府 政策統括官（経済財政運営担当）付 

参事官（産業・雇用担当） 河西 康之 氏

(3）意見交換 

  雇用・労働政策に関する商工会議所の考え方について 

２月19日 第８回科学技術・知財

専門委員会 

７名 (1）議事 

「知的財産政策に関する意見（案）」について 

(2）報告 

・「地方創生に向けた「第５期科学技術基本計画」のあり方に関す

る提言」の実現状況について 

・知的財産活用ハンドブック 

「企業の強みを活かす～知的財産の力で会社の成長を」について
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２月22日 第６回若者・女性活躍

推進専門委員会 

11名 (1）講演 

  育児・介護休業法等の見直しについて 

   厚生労働省 雇用均等・児童家庭局職業家庭両立課長  

蒔苗 浩司 氏

(2）議事 

 ①中小企業のための女性活躍推進ハンドブックについて 

 ②意見交換 

２月24日 第11回税制専門委員

会 

17名 (1）講演 

消費税の軽減税率について 

財務省主税局税制第二課 企画調整室長 藤山 智博 氏

(2）報告・協議 

・平成28年度税制改正について 

・平成29年度税制改正に向けた今後の検討課題について 

(3）その他 

３月30日 第９回観光専門委員

会 

25名 (1）平成29年度から31年度の全国商工会議所観光振興大会開催地の

選考について 

(2）「全国商工会議所観光振興大会2016 in 京都」の準備状況につい

て 

(3）「観光立国実現に向けたアクション・プログラム」改定への意見

（案）について 

(4）その他 

 

（8）総合政策委員会 

期 日 委員会名 出席者数 議 題 ・ 講 師 等 

４月24日 第７回総合政策委員

会 

30名 (1）少子化社会対策大綱について 
内閣府子ども・子育て本部審議官 小野田 壮 氏

(2）マイナンバー制度に係る事業者への周知徹底等に関する要望 

６月４日 第８回総合政策委員

会 

37名 (1）女性の活躍推進策について 

日本女子大学 人間社会学部 教授 大沢 真知子 氏

株式会社働きかた研究所 代表取締役 平田 未緒 氏

(2）労働力不足に対応し女性の活躍を促す社会保険・税制のあり方に

関する考え方（案） 

７月28日 第９回総合政策委員

会 

38名 (1）ローカルアベノミクスとは何なのか？ 

         スタンフォード大学 教授 星 岳雄 氏

(2）女性の働きたい意志を尊重した税・社会保険制度に関する提言（た

たき台） 

９月25日 第10回総合政策委員

会 

40名 (1）「地方創生の考え方・処方箋 ～佐賀県武雄市の現場から～」 

ふるさとスマホ株式会社代表取締役社長 

   前・佐賀県武雄市長 樋渡 啓祐 氏

(2）衆議院の選挙制度改革の動向について 

12月11日 第11回総合政策委員

会 

44名 (1）「ピンチをチャンスに変える地方創生～日本版 CCRC の可能性」 

     株式会社三菱総合研究所 プラチナ社会研究センター

主席研究員 チーフプロデューサー 松田 智生 氏

(2）まち・ひと・しごと創生事業の動向と課題 

平成28年 

２月12日 

第12回総合政策委員

会 

41名 (1）「地方版総合戦略策定の現状と実行に向けた課題・展望」 

     内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局  

        内閣府地方創生推進室 参事官 溝口 洋 氏

(2）「一億総活躍国民会議の論点」について 

(3）金融政策の動向と今後の見通しについて 

 

（9）日本商工会議所会頭・副会頭会議 

回 数 期 日 出席者数 議         題 

457 ４月16日 10名 エネルギーミックス策定に向けた基本的考え方（案）について、ほか 

458 ６月18日 13名 地方創生と中小企業の活力強化のための規制・制度改革の意見50について（追認）、
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ほか 

459 ７月16日 13名 平成28年度中小企業・地域活性化施策に関する意見・要望（案）について、ほか

460 ９月16日 11名 第122回通常会員総会・会員大会における会頭挨拶および会員大会決議（案）につ

いて、ほか 

461 10月15日 14名 TPP 交渉の大筋合意について、ほか 

462 11月19日 12名 「小規模企業振興対策予算等の拡充に関する要望」（案）について、ほか 

463 12月17日 17名 平成28年度日本商工会議所事業計画（たたき台）について、ほか 

464 １月21日 15名 重要政策課題の動向について、ほか 

465 ２月18日 15名 今後の観光振興策に関する意見（案）について、ほか 

466 ３月16日 11名 第123回通常会員総会への提案事項について、ほか 

 

（10）その他の会議 

①日本商工会議所と日本労働組合総連合会との懇談会 

○期 日 ４月 16 日  ○場 所 ザ・キャピトルホテル東急 １階「鳳凰（西）」 

○出席者 22 名 

○内 容 (1）連合からの意見表明：「社会保障と税の一体改革について」、「適正な取引関係について」、「労

働者保護にむけた取組み／地方創生について」 

(2）当所からの意見表明：「税・社会保障制度改革について」、「地方創生について」、「人手不足の

現状と生産性の向上について」 

(3）自由討議 

 

②石破地方創生担当大臣と日本商工会議所との懇談会 

○期 日 ４月 15 日  ○場 所 ザ・キャピトルホテル東急 １階「鳳凰（西）」 

○出席者 37 名 

○内 容 (1）開会 

(2）平副大臣、小泉大臣政務官挨拶 

(3）内閣官房・内閣府説明 

(4）三村日本商工会議所会頭挨拶 

(5）石破地方創生担当大臣挨拶・説明 

(6）伊藤大臣補佐官挨拶 

(7）商工会議所側発言 

(8）自由懇談 

(9）閉会 

 

③甘利経済再生担当大臣と日本商工会議所との懇談会 

○期 日 ４月 16 日  ○場 所 ザ・キャピトルホテル東急 １階「鳳凰（西）」 

○出席者 22 名 

○内 容 (1）開会 

(2）三村日本商工会議所会頭挨拶 

(3）甘利経済再生担当大臣挨拶 
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(4）出席者紹介 

(5）日本商工会議所側発言 

(6）自由懇談 

(7）閉会 

 

④宮沢経済産業大臣と中小企業関係団体との懇談会 

○期 日 ４月 20 日  ○場 所 ホテルルポール麹町 

○出席者 17 名 

○内 容 (1）中小企業・小規模事業者支援について 

(2）価格転嫁対策について 

（3）中長期的なエネルギーミックス策定に向けて 等 

 

⑤規模別商工会議所専務理事・事務局長懇談会 

○期 日 ５月 21 日  ○場 所 岐阜グランドホテル 

○内 容 ｢地方創生に向けた商工会議所の取り組みについて｣ 

・⑧⑦⑥グループ ＜出席者＞ 88 名 

・⑤グループ ＜出席者＞ 70 名 

・④グループ ＜出席者＞ 82 名 

・③グループ ＜出席者＞ 83 名 

・②①グループ ＜出席者＞ 66 名 

 

⑥第 69 回全国商工会議所専務理事・事務局長会議 

○期 日 ５月 21 日～22 日  ○場 所 岐阜グランドホテル 

○出席者 424 名 

○内 容 ｢地方創生に向けた商工会議所の取り組みについて｣ 

・５月 21 日 

(1）開会挨拶 

(2）挨拶・基調講演 

(3）地方版総合戦略策定のポイントについて 

・５月 22 日 

(1）規模別商工会議所専務理事・事務局長懇談会の概要報告 

(2）規模別商工会議所専務理事・事務局長懇談会 総括 

(3）当所からの報告 

(4）全国商工会議所専務理事・事務局長会議 全体総括 

(5）「全国商工会議所観光振興大会 2015 in しずおか」について 

(6）特別講演 「ぎふ長良川の鵜飼」 

宮内庁式部職鵜匠 山下 哲司 氏 

 

⑦経済４団体主催「働き方・休み方改革セミナー」 

○期 日 ６月 23 日  ○場 所 経団連会館 ２階「経団連ホール」 
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○出席者 498 名 

○内 容 (1）開会挨拶  

(2）来賓挨拶  

(3）講演 

（4）休憩 

（5）企業事例紹介 

（6）閉会 

 

⑧日本商工会議所夏季政策懇談会 

○期 日 ７月 15 日  ○場 所 品川プリンスホテル 

○出席者 62 名 

○内 容 (1）重要政策課題における商工会議所の対応 

①わが国の現況と経済財政政策に対する商工会議所の考え方 

②重要政策課題への対応（消費税の複数税率、社会保障制度改革、女性の活躍を促す社会保険・

税制のあり方、エネルギー・環境政策、規制改革、震災復興・福島再生） 

③地方創生への取組み（地方版総合戦略の策定、労働力不足対策・少子化対策、地域資源を活

用した新産業の創出、経済好循環の原動力である中小企業の活力強化） 

(2）地方創生に向けた商工会議所活動のあり方 

       ～具体的に活動を展開していくための課題と克服に向けた対応～ 

（コンセンサス形成、しごとづくり、人材育成、まちづくりなど） 

 

⑨日本銀行幹部と日本商工会議所幹部との懇談会 

○期 日 ７月 16 日  ○場 所 帝国ホテル ３階「舞の間」 

○出席者 22 名 

○内 容 (1）開会 

(2）三村日本商工会議所会頭挨拶 

(3）黒田日本銀行総裁挨拶および発言 

(4）日本商工会議所側発言 

(5）日本銀行側コメント 

(6）懇談 

(7）閉会 

 

⑩塩崎厚生労働大臣と日本商工会議所との懇談会 

○期 日 ９月 16 日  ○場 所 帝国ホテル本館２階「牡丹の間」 

○出席者 25 名 

○内 容 (1）開会 

(2）三村日本商工会議所会頭挨拶 

(3）塩崎厚生労働大臣挨拶 

(4）出席者紹介 

(5）日本商工会議所側発言 
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(6）厚生労働省側発言 

(7）自由懇談 

(8）閉会 

 

⑪民主党幹部と日本商工会議所幹部との懇談会 

○期 日 10 月８日  ○場 所 ザ・キャピトルホテル東急 

○出席者 13 名 

○内 容 (1）税制・社会保障について 

(2）地域活性化について 

(3）中小企業対策について 等 

 

⑫森山農林水産大臣と日本商工会議所との懇談会 

○期 日 11 月 19 日  ○場 所 帝国ホテル本館３階「雅の間」 

○出席者 20 名 

○内 容 (1）開会 

(2）三村日本商工会議所会頭挨拶 

(3）森山農林水産大臣挨拶 

(4）出席者紹介 

(5）日本商工会議所側発言 

(6）自由懇談 

(7）閉会 

 

⑬林経済産業大臣と中小企業関係団体との懇談会 

○期 日 12 月７日  ○場 所 ホテルルポール麹町 

○出席者 36 名 

○内 容 (1）「強い経済」の実現に向けた中小企業の活力強化と地方創生の推進 

(2）平成 28 年度税制改正に関する意見 

(3）中小企業における TPP の活用推進 

(4）東日本大震災からの本格復興と福島再生に向けた不断の支援 等 

 

⑭甘利経済再生担当大臣と日本商工会議所との懇談会 

○期 日 12 月 17 日  ○場 所 帝国ホテル本館２階「牡丹の間」 

○出席者 26 名 

○内 容 (1）開会 

(2）三村日本商工会議所会頭挨拶 

(3）甘利経済再生担当大臣挨拶 

(4）出席者紹介 

(5）甘利経済再生担当大臣説明 

(6）日本商工会議所側発言 

(7）自由懇談 
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(8）閉会 

 

⑮林経済産業大臣と日本商工会議所との懇談会 

○期 日 １月 21 日  ○場 所 帝国ホテル 本館３階「舞の間」 

○出席者 35 名 

○内 容 (1）開会 

(2）三村日本商工会議所会頭挨拶 

(3）林経済産業大臣挨拶 

(4）出席者紹介 

(5）日本商工会議所側発言 

(6）自由懇談 

(7）閉会 

 

⑯東日本大震災沿岸部被災地区商工会議所連絡会 

○期 日 １月 21 日  ○場 所 JP タワー（KITTE）５階 カンファレンスルームＢ 

○出席者 36 名 

○内 容 (1）開会 

(2）挨拶 

(3）出席者紹介 

(4）意見交換 

(5）閉会 

 

⑰日本銀行幹部と日本商工会議所幹部との懇談会 

○期 日 ２月 18 日  ○場 所 帝国ホテル ３階「舞の間」 

○出席者 21 名 

○内 容 (1）開会 

(2）三村日本商工会議所会頭挨拶 

(3）黒田日本銀行総裁挨拶および発言 

(4）日本商工会議所側発言 

(5）日本銀行側コメント 

(6）懇談 

(7）閉会 

 

⑱石破地方創生担当大臣と商工会議所会頭との懇談会 

○期 日 ３月 16 日  ○場 所 帝国ホテル 本館中２階「光の間」 

○出席者 33 名 

○内 容 (1）開会 

(2）三村日本商工会議所会頭挨拶 

(3）石破地方創生担当大臣挨拶・説明 

(4）商工会議所側発言 
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(5）政府側発言 

(6）自由懇談 

(7）閉会 

 

⑲自由民主党首脳と日本商工会議所との懇談会 

○期 日 ３月 17 日  ○場 所 帝国ホテル ３階「扇の間」 

○出席者 23 名 

○内 容 (1）開会 

(2）三村日本商工会議所会頭挨拶 

(3）高村自由民主党副総裁挨拶 

(4）谷垣自由民主党幹事長挨拶 

(5）出席者紹介 

(6）日本商工会議所側発言 

(7）自由民主党側発言 

(8）自由懇談 

(9）閉会 

 

⑳代表専務理事会議 

第 651 回・４月 15 日、第 652 回・５月 22 日、第 653 回・６月 17 日、第 654 回・７月 15 日 

第 655 回・８月 26 日、第 656 回・９月 15 日、第 657 回・10 月 14 日、第 658 回・11 月 18 日 

第 659 回・12 月 16 日、第 660 回・１月 20 日、第 661 回・２月 17 日、第 662 回・３月 16 日 

 

㉑各部別会議 

国 際 部 

開催期日 会    議    名 

７月３日 第１回特定原産地証明に関する研究会（東京） 

９月25日 第２回特定原産地証明に関する研究会（東京） 

２月25日 第３回特定原産地証明に関する研究会（東京） 

 

産業政策第一部 

開催期日 会    議    名 

４月30日 産業懇談会 

５月30日 産業懇談会 

６月30日 産業懇談会 

７月30日 産業懇談会 

８月29日 産業懇談会 

９月30日 産業懇談会 

10月29日 産業懇談会 

11月28日 産業懇談会 

12月26日 産業懇談会 

１月30日 産業懇談会 

２月27日 産業懇談会 
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３月30日 産業懇談会 

 

 

産業政策第二部 

開催期日 会    議    名 

10月17日 第19回エネルギー・原子力政策に関する研究会 

11月12日 第20回エネルギー・原子力政策に関する研究会 

３月３日 第21回エネルギー・原子力政策に関する研究会 

３月26日 第22回エネルギー・原子力政策に関する研究会 

 

 

中小企業振興部 

開催期日 会    議    名 

４月24日 中小企業関係４団体連絡会議 

６月９日 中小企業関係４団体連絡会議 

７月14日 中小企業関係４団体連絡会議 

９月３日 SBIR 推進協議会第20回幹事会 

９月12日 中小企業関係４団体連絡会議 

10月14日 中小企業関係４団体連絡会議 

11月17日 中小企業関係４団体連絡会議 

12月16日 中小企業関係４団体連絡会議 

１月26日 中小企業関係４団体連絡会議 

３月２日 中小企業関係４団体連絡会議 

 

 

流通・地域振興部 

開催期日 会    議    名 

６月２日 第３回空き地・空き店舗の利活用促進に関する研究会 

９月７日 第４回空き地・空き店舗の利活用促進に関する研究会 

10月21日 第５回空き地・空き店舗の利活用促進に関する研究会 

 

 

情報化推進部 

開催期日 会    議    名 

12月２日 平成27年度第１回 TOAS ユーザー会 

３月29日 平成27年度第２回 TOAS ユーザー会 

 

 

総務部・小都市商工会議所支援室 

開催期日 会    議    名 

２月４日 小都市商工会議所支援ワーキンググループ分科会（関西ブロック） 

２月10日 小都市商工会議所支援ワーキンググループ分科会（四国ブロック） 

２月17日 小都市商工会議所支援ワーキンググループ分科会（北海道・東北・四国ブロック） 

２月19日 小都市商工会議所支援ワーキンググループ分科会（東海ブロック） 

２月25日 小都市商工会議所支援ワーキンググループ分科会（東北ブロック） 
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２月26日 小都市商工会議所支援ワーキンググループ分科会（北陸信越ブロック） 

３月４日 小都市商工会議所支援ワーキンググループ分科会（九州ブロック） 
 

 

 

総務部・新規事業推進担当 

開催期日 会    議    名 

７月30日 第１回新規事業研究会 

９月３日 第２回新規事業研究会 

10月31日 第３回新規事業研究会 

12月11日 第４回新規事業研究会 

３月１日 第５回新規事業研究会 
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８．事 業 

（1）各種事業活動 

【復興の加速化と福島再生の早期実現】 

１．遊休機械無償マッチング支援プロジェクト 

東日本大震災により、生産機械等を流失･損壊した被災地の事業者の復興を支援するため、平成 23 年

６月に商工会議所のネットワークを活用して、各地の事業者から遊休機械等の無償提供を受け、被災事

業者の要望とのマッチングを図る「遊休機械無償マッチング支援プロジェクト」を実施している。 

同プロジェクトは、仙台の被災事業所に対し名古屋、東京、大分の３商工会議所の会員事業所から機

械が提供された事例を踏まえて始まったもので、当所では被災地支援機械情報データベースを構築して

情報の集約と管理を行うとともに、全国の商工会議所を通じて各会員事業所に遊休機械等の提供を呼び

かけた。また、東北六県商工会議所連合会では、震災対策相談員（機械の目利き人）を配置して、被災

地の機械ニーズの発掘と、全国からの提供機械情報とのマッチングを行ってきた。 

震災発生から５年が経過し、被災地事業所のニーズが復旧から売上向上、販路開拓にシフトしている

こと踏まえ、７月 16 日に開催した「第 44 回東日本大震災復旧・復興支援本部会議」で同プロジェクト

を 12 月 31 日に休止し、「販路回復・開拓支援」に経営資源を重点化させることを決定し、第 646 回常

議員会・第 249 回議員総会にて報告した。 

本プロジェクトを通じた 終的なマッチングは、被災地 10 商工会議所の会員企業 323 社へ累計 3,266

点の機械等が提供された（表１）。また、被災事業者から寄せられた要望機械は 5,190 点（11 商工会議

所）で、全国の商工会議所会員企業からの提供機械は 5,731 点（121 商工会議所）となった（表２）。 

年度別のマッチング状況については、表３のとおりとなった。 

 

表１ 

機械提供商工会議所 マッチング成立商工会議所 

旭川､室蘭､北上､仙台､山形､鶴岡､米沢､長井､天童､新

潟､小千谷､高岡､金沢､長野､日立､ひたちなか､宇都宮､

足利､小山､高崎､前橋､伊勢崎､太田､藤岡､川越､川口､

さいたま､深谷､狭山､銚子､船橋､松戸､館山､成田､ 

佐倉､東京､八王子､青梅､立川､むさし府中､町田､横浜､

横須賀､相模原､大和､甲府､静岡､三島､島田､焼津､ 

掛川､藤枝､袋井､名古屋､岡崎､豊橋､豊川､刈谷､豊田､

安城､西尾､春日井､犬山､大府､桑名､大野､京都､大阪､

東大阪､豊中､神戸､姫路､相生､豊岡､高砂､笠岡､広島､

下関､高松､新居浜､北九州､直方､大分 

（83商工会議所：会員企業448社） 

釜石、宮古、大船渡、久慈、仙台、塩釜、 

石巻、気仙沼、原町、相馬 

（10商工会議所：会員企業323社） 

○マッチング機械等3,266点 

 

表２ 

① 要望機械点数 

商工会議所 点数 

釜石、宮古、大船渡、久慈、仙台、塩釜、石巻、気仙沼、いわき、原町、相馬 
（11商工会議所） 

5,190 
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② 提供機械点数 

商工会議所 点数 

札幌､旭川､室蘭､苫小牧､北上､仙台､横手､山形､鶴岡､米沢､長井､天童､新潟､上越､燕､

小千谷､富山､高岡､金沢､白山､長野､諏訪､飯山､日立､ひたちなか､宇都宮､足利､小山､

高崎､前橋､桐生､伊勢崎､太田､富岡､藤岡､川越､川口､さいたま､秩父､深谷､狭山､春日

部､銚子､船橋、松戸､館山､柏､習志野､成田､佐倉､東京､八王子､青梅､立川､むさし府中､

町田､横浜､横須賀､小田原箱根､秦野､相模原､大和､甲府､静岡､浜松､沼津､三島､富士､

島田､焼津､掛川､藤枝､袋井､大垣､名古屋､岡崎､豊橋､一宮､豊川､刈谷､豊田､安城､西

尾､春日井､小牧､犬山､大府､四日市､桑名､福井､大野､長浜､京都､大阪､東大阪､豊中､大

東､神戸､姫路､尼崎､相生､豊岡､高砂､龍野､紀州有田､児島､笠岡､広島､下関､徳山､小野

田､徳島､高松､新居浜､四国中央､北九州､直方､鹿島、熊本､大分､鹿児島 

（121商工会議所） 

5,731 

 

表３ 

年度別のマッチング実績 

事業年度 マッチング数 

平成 23 年度 516 件 

平成 24 年度 1,381 件 

平成 25 年度 439 件 

平成 26 年度 598 件 

平成 27 年度 332 件 

合計 3,266 件 

 

２．被災中小企業復興支援リース補助事業 

本事業は、東日本大震災に起因する二重債務負担の軽減要望により、平成 23 年度第３次補正予算で

決定したもので、経済産業省からの協力依頼で当所が事業の実施を受託した。 

東日本大震災に起因する設備の滅失等により債務を抱えた中小企業に対して、設備を再度導入する場

合の新規のリース料の一部を補助することで、被災中小企業の二重債務負担の軽減を図る本事業を実施

した。特に、平成 27 年度においては、５月および 10 月の２回にわたり、県全域が特定被災区域（補助

対象地域）となっている岩手・宮城・福島の３県の地元紙に PR 広告を掲載して利用者の掘り起こしを

行うなど、一層の利用促進を図った。 

また、被災した中小企業の事業再開をさらに促進するため、平成 28 年３月７日の決定により、補助

対象となるリース契約の範囲を一部縮小のうえ申請受付期間を２年延長し、平成 30 年３月 31 日までの

間に締結されるリース契約を補助対象とすることとなった。 

 

申請受付期間 平成 23 年 12 月 12 日～平成 30 年５月 31 日 

  （平成 30 年３月 31 日までに締結されたリース契約が対象） 

補助金交付 6,543 件（3,993,461,899 円） ［平成 28 年３月 31 日現在］ 

 

３．全国商工会議所からの職員の応援派遣 

① 全国商工会議所からの職員派遣 

<７月６日～８月４日> 

派遣先 人数 派遣元 

石巻 １名 札幌 
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【デフレ脱却と成長経済を目指した政策提言活動を展開】 

１．CCl－LOBO 調査事業 

平成元年４月より、中小企業の景況感や直面する経営課題等を迅速かつ的確に把握し、政策提言・要

望活動等に活用するため、全国の商工会議所間に構築された「商工会議所早期景気観測システム（CCI

－LOBO（Chamber of Commerce and Industry-Quick Survey System of Local Business Outlook））」に

より景気調査を行っている。 

毎月中旬に、調査参加商工会議所を通じて企業等に対し、足元の経営状況等についてヒアリングを実

施。当月末までにその結果をとりまとめ、関係各方面に公表するとともに、政策提言・要望活動の基礎

資料や内閣総理大臣をはじめ関係閣僚との懇談会・政府主催の会議等における中小企業の景気動向に関

する説明資料等に活用した。 

また、同調査の精度向上や調査作業の効率化を図るとともに詳細な分析を行うことを目的に、調査シ

ステムの機能強化に向けた検討を行い、システム改修を実施。４月から新システムを稼働した。 

平成 27 年度（平成 28 年３月現在）の参加状況は次のとおり。 

対象商工会議所：422 カ所 

対象企業等： 

建 設 業 454 製 造 業 719 卸 売 業 320 

小 売 業 706 サービス業 770 合 計 2,969 企業等 

 

２．中小企業景況調査事業 

本調査事業は、中小企業庁・中小企業基盤整備機構が、昭和 55 年から四半期毎に行っている全国の

中小企業の景況調査の一環として協力・実施しているもので、調査には 152 商工会議所、約 8,000 企業

が参加している。 

平成 27 年度においても、調査実施商工会議所の経営指導員が景況感等の聞き取り調査を行い、その

結果を報告書に取りまとめ中小企業基盤整備機構に報告するとともに、各地商工会議所、調査対象企業

などに配布した。 
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【新たな挑戦を行う中小企業をワンストップ・ハンズオンで支援】 

１．消費税転嫁対策窓口相談等事業ならびに消費税軽減税率対策窓口相談等事業 

消費税率引上げの円滑な価格転嫁は、中小企業・小規模事業者等の 大の懸念事項であることから、

平成 29 年４月の消費税率引上げ時における円滑な価格転嫁等に向け、全国の商工会議所および当所に

おいて、転嫁対策に関する広報活動や幅広い相談に対応する支援体制の構築等による「消費税転嫁対策

窓口相談等事業」を実施した。 

全国の商工会議所においては、平成 25 年４月に相談窓口を設置し、巡回・窓口相談や講習会・個別

相談等を実施するなど中小企業・小規模事業者のニーズに応じた経営支援を展開、平成 27 年度中に、

講習会等を 2,323 回開催し、96,255 人が参加した。また、巡回・窓口相談等件数は、344,470 件となっ

た。 

当所では、消費税率 10％への引上げ延長を踏まえ、すでに発行していた「ケースで考える消費税率引

上げ対策」を６月に改訂した。また、平成 26 年４月の８％への引上げ時に発生した様々な影響の振り

返りや、価格表示、新商品開発、資金繰り、消費税転嫁対策特別措置法への対応等について、事業者支

援の際のツールとして活用できるよう、「中小企業のための消費税率引上げ対策」と題した「１.特別措

置法」「２.販売促進」「３.資金繰り」の３種類の小冊子を計 53 万部作成し、９月に全国の商工会議所

等へ提供した。 

経営指導員向けのブロック別研修会を６月から７月にかけて全国９ブロックで計 10 回の研修会を開

催し、延べ 337 人が参加した。これにより、幅広い相談に対応する経営指導員等の知識能力向上を図っ

た。 

また、消費税軽減税率制度が平成 29 年４月に導入される予定を踏まえ、全国の商工会議所および当

所において、軽減税率制度導入に関する広報活動やワンストップ相談・支援体制の構築等を目的に、「消

費税軽減税率対策窓口相談等事業」を開始した。全国の商工会議所に平成 28 年２月から相談窓口を設

置して、同制度の円滑な導入に向けた事業者支援を行っている。消費税軽減税率制度を事業者へ迅速に

周知するため、当所にて周知チラシを平成 28 年３月に作成し、全国の商工会議所に 14 万部を配布し

た。 
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＜事業実施状況＞ 

①講習会等 2,323 回開催／96,255 人参加 

  ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月  

開催回数 78 121 167 236 166 324  

参加者数 2,508 6,557 8,840 12,663 4,952 15,159  

  10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 合計 

開催回数 374 375 260 56 61 105 2,323

参加者数 16,163 14,230 9,409 1,388 1,697 2,689 96,255

 

②巡回・窓口等での相談件数（施策の普及等含む） 344,470 件 

  ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月  

件数 20,678 23,994 27,017 32,383 25,442 30,793  

  10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 合計 

件数 39,504 33,615 42,260 17,671 20,503 30,610 344,470

 

＜消費税転嫁対策窓口相談等事業 経営指導員向け研修会 開催日程一覧＞ 

６月から７月に 10 回開催。のべ 337 人が参加。 
 

ブロック 開催地 開催日程 

北海道 札 幌 ７月28日（火） 

東 北 仙 台 ７月６日（月） 

北陸信越 上 越 ７月８日（水） 

関 東 東 京 
６月26日（金） 

７月29日（水） 

東 海 名古屋 ７月10日（金） 

近 畿 大 阪 ７月17日（金） 

中 国 広 島 ７月23日（木） 

四 国 高 松 ７月22日（水） 

九州・沖縄 福 岡 ７月24日（金） 

 

＜各種支援ツールの作成＞ 

小冊子「ケースで考える消費税率引上げ対策」（改訂版）（６月 29日）。 

「中小企業のための消費税率引上げ対策」と題した３種類の小冊子「１.特別措置法」「２.販売促進」「３.

資金繰り」（９月 30 日） 

消費税軽減税率対策周知チラシの公表・配布（平成 28 年３月４日） 

 

２．経営安定特別相談事業 

平成 27 年度の企業倒産件数（負債総額１千万円以上）は 8,684 件（前年度 9,543 件）、負債総額は２

兆 358 億 4,300 万円（同１兆 8,686 億円）。金融機関が中小企業のリスケ要請に柔軟に応じるなどの金

融支援効果や、大手輸出企業を中心とした業績拡大に牽引される形での景気の底上げ、さらに、原油や
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鉄鋼関連価格の低下など資源安も経営環境を緩和したとみられ、倒産件数は前年度比 859 件（9.0％）

減少。一方、負債総額は、前年度比 8.9％増（1,672 億 3,800 万円増）となり、年度としては７年ぶり

に前年を上回ったが、負債 100 億円以上の大型倒産が 16 件（前年度９件）と２倍近く発生したことに

よるもので、小規模企業の倒産が主流であることに変わりがない。 

従業員数５人未満の小規模企業の倒産件数の全体に占める割合は 71.9％となり、年度としては過去

20 年間で 高となった。 

業種別では、倒産件数が 10 産業のうち金融・保険業を除く９産業で前年度を下回った。このうち増

加した金融・保険業は 49 件（前年度比 28.9％増）で、年度としては２年ぶりに前年を上回った。 

地区別では、平成 22 年度以来、５年ぶりに９地区すべてで前年度を下回った。（㈱東京商工リサーチ

調べ）。 

このような中、全国商工会議所 195 カ所（平成 28 年３月末現在）に設置されている経営安定特別相

談室では、経営再建に関する相談に対応し、専門家と連携して、経営改善計画策定や事業承継等各種の

支援を行った。 

 

① 経営安定特別相談事業に係る広報・普及活動 

種    類 作成部数（日商分）

ポスター 456枚

パンフレット 33,565部

自己チェックリスト 25,465枚
 
 

② 平成 27 年度経営安定対策事業研修会 

日 程：７月 21 日（火）～22 日（水） 

場 所：アジュール竹芝（東京都港区） 

出席会議所、出席者数：43 商工会議所、43 人 

 

③ 平成 27 年度第２回経営安定対策事業研修会 

日 程：11 月５日（水）～６日（木） 

場 所：ルミアモーレ（東京都港区） 

    アジュール竹芝（東京都港区） 

出席会議所、出席者数：34 商工会議所、36 人 

 

３．全国統一演習研修事業（経営指導員 WEB 研修） 

全国の経営指導員等が、地域中小企業・小規模事業者の高度化・多様化するニーズに対応し、創業・

経営革新につながる提案型指導ができるよう、平成 16 年度に、経営指導員向けに「eラーニングによる

WEB 研修システム」を開発し、運用を開始した。平成 27 年度は、この WEB 研修の一層の普及･活用を図

るとともに、第４回商工会議所経営指導員全国研修会（支援力向上全国フォーラム）における事例発表

や平成 27 年度第２回経営安定対策事業研修会等のコンテンツの充実などにより、受講者の支援力向上

を図った。 
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４．地域力活用市場獲得等支援事業 

政府の平成 25 年度補正予算にて措置された中小企業庁からの補助金（地域力活用市場獲得等支援事

業費補助金。平成 26 年２月 24 日交付決定）を受けて既存の基金を積み増し、平成 26 年度には同基金

を活用して、新たに、小規模事業者持続化補助金や経営計画作成支援セミナー・個別相談会、広報支援

事業を実施した。 

平成 27 年度は、小規模事業者持続化補助金（補助事業実施期間は平成 27 年１月 31 日まで）に係る

精算処理業務を前年度から継続して実施し、12 月 11 日に事業完了のうえ基金を解散した。 

 

５．小規模事業者支援パッケージ事業 

(1）平成 26 年度補正予算事業 

政府の平成 26 年度補正予算にて措置された中小企業庁からの補助金（小規模事業者支援パッ

ケージ事業。平成 27 年２月 18 日交付決定）を受けて、以下の事業を実施した。 

 

① 経営計画作成支援セミナー・個別相談会 

小規模事業者に対し、人口減少や高齢化などによる地域の需要の変化や事業環境に応じた持

続的な経営に向けた経営計画の作成を支援するため、全国の 250 商工会議所に委託し、「経営計画

作成支援セミナー・個別相談会」を開催した。平成 27 年３月から５月までの間に、のべ 250 回開

催され、参加者は 4,919 名となった。 

 

② 小規模事業者持続化補助金 

小規模事業者が、地元商工会議所の支援を受けながら経営計画に基づいて取り組む、創意工夫を

凝らした地道な販路開拓に係る費用を支援するため、「小規模事業者持続化補助金」の公募を平成

27 年２月より開始した（第一次および第二次受付分）。さらに、同年７月に追加公募を実施した。 

同補助金は、補助率を３分の２として補助上限額 50 万円までを補助するもの。２年目となる平

成 26 年度補正予算事業では、雇用の増加、従業員の処遇改善のほか、新たに、買い物弱者対策に

取り組む事業者についても、補助上限額を 100 万円に引き上げるとともに、個社による応募に加

え、複数の小規模事業者が連携して取り組む共同事業も応募可能とした。 

第一次受付分（平成 27 年３月 27 日締切）として、3,028 件（有効申請件数：7,696 件、補助事

業実施期間は同年 10 月 31 日まで）を、同第二次受付分（同年５月 27 日締切）として、5,259 件

（有効申請件数：14,443 件、補助事業実施期間は同年 11 月 30 日まで）を、追加公募受付分（同年

７月 31 日締切）として、4,292 件（有効申請件数：6,725 件、補助事業実施期間は同年 11 月 30 日

まで）をそれぞれ採択し、合計 12,579 件（有効申請件数：28,864 件）となった。 

 

③ 経営発達支援計画策定推進事業 

各地商工会議所が経営発達支援計画申請に向けた計画策定のための検討会等の開催やマーケ

ティング調査等の実施に係る経費を補助する「経営発達支援計画策定推進事業」を実施し、43商工

会議所の計画策定を支援した。 

 

(2）平成 27 年度補正予算事業 

政府の平成 27 年度補正予算にて措置された中小企業庁からの補助金（小規模事業者支援パッ



－108－ 

 

ケージ事業。平成 28 年２月 19 日交付決定）を受けて、３年目となる「小規模事業者持続化補助

金」の公募を平成 28 年２月より開始した（公募受付は、同年５月 13 日締切。補助事業実施期間は

同年 11 月 30 日まで）。昨年同様に、補助率を３分の２として補助上限額 50 万円までを補助し、雇

用の増加、買い物弱者対策のほか、新たに、海外展開に取り組む事業者についても、補助上限額を

100 万円としたほか、販路開拓と合わせて行う業務効率化（生産性向上）に要する費用も補助対象

経費として認めることとした。なお、昨年まで補助上限引き上げ対象であった、従業員の処遇改善

に取り組む事業者については、採択審査時の加点対象に変更となった。 

 

６．情報化推進事業 

(1）商工会議所情報基盤の整備・商工会議所情報ネットワークの充実と活用推進 

当所ホームページで、地域 前線等のコンテンツの充実化を図り、当所および各地商工会議所に関

する情報発信・提供に努めた。 

特に、会員はじめ地域事業者および各地商工会議所に有益な情報をタイムリーに提供できる「電子

ライブラリー」（ネット上の書庫）では、マイナンバー制度対策や消費税率引き上げ対策、IT の利活

用等に関する経営に役立つ情報を提供した。 

 

(2）TOAS（商工会議所トータル OA システム）の改善と活用支援 

① 導入商工会議所数 

TOAS は、平成 28 年３月末現在、349 商工会議所（うち、ASP 版は 196 商工会議所）で導入されて

いる。 

② TOAS に関する運用管理について 

TOAS の開発、改善、マニュアルの作成等にかかる「TOAS 運用管理費」として平成 27 年度におい

ては 337 ユーザー商工会議所に負担いただいた（導入初年度の６商工会議所（石巻、山口、防府、

萩、長門、小野田）は免除。また、東日本大震災の影響を考慮し、被災地６商工会議所（釜石、大

船渡、塩釜、気仙沼、原町、相馬）は当所会費免除に準じて 100％の免除を行った）。 

③ プログラムの改善 

ユーザー商工会議所からの要望を踏まえて、Microsoft の新 OS「Windows 10」への動作対応、法

人番号の入出力・表示欄追加のほか、各種プログラムを改善した。 

④ ユーザー商工会議所、TOAS パートナーへの情報提供 

TOAS ユーザー商工会議所、TOAS パートナーに対して、Web サイトならびにメーリングリストを

通じて、適宜情報提供を行った。なお、「TOAS パートナーシップ制度」に登録している事業者は、

全国で 39 社（平成 28 年３月現在）となっている。 

⑤ TOAS ユーザー会の開催 

TOAS の一層の利活用推進に向けて、TOAS を有効に活用しているユーザー商工会議所をメンバー

とした「TOAS ユーザー会」を開催した。 

第１回：〔開催日・場所〕平成 27 年 12 月２日・当所芝大門事務所研修室 

〔議題〕①小規模商工会議所向け、業務クラウドの検討 

②指導実績統計報告管理システムの検討 

③その他 

〔参加者数〕６名 
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第２回：〔開催日・場所〕平成 28 年３月 29 日・当所芝大門事務所 研修室 

〔議題〕①TOAS の改善・拡充要望について 

②TOAS の戦略的活用方法について 

③小都市規模の商工会議所に必要と想定されるツールやサービスについて 

④その他 

〔参加者数〕５名 

⑥ TOAS Q&A 専用受付メールの対応 

TOAS ユーザー商工会議所や TOAS パートナーから寄せられるシステム設定や操作、エラー対処方

法などに関する問い合わせに対し、TOAS Q&A 専用の受付メールで 333 件の質問を受付・回答し、

充実したサポートに努めた。 

⑦ TOAS/Web 設定・操作研修会の開催  

各地商工会議所が TOAS を運用するにあたり必要となる初期設定や組織団体への加入登録方法、

会費請求に関する設定、経理システムにおける年度繰越処理等に関する研修を実施した。 

・組織団体・会費/データ活用編（於：当所芝大門事務所研修室） 

５月 26 日～27 日（参加者数：13 名） 

５月 28 日～29 日（参加者数：18 名） 

６月 25 日～26 日（参加者数：20 名） 

・共通検索追加演習（於：当所芝大門事務所研修室） 

６月 26 日（参加者数：18 名） 

・経理編（於：当所芝大門事務所研修室） 

４月 21 日（参加者数：17 名） 

 ５月 27 日（参加者数：10 名） 

  ５月 29 日（参加者数：11 名） 

  10 月９日（参加者数：15 名） 

⑧ TOAS フォーラムの開催 

TOAS の普及促進、データの戦略的活用方法や新機能の紹介による担当者のスキルアップ、TOAS

担当者相互の情報交換の場の提供、TOAS への改善・要望事項の収集等を目的に、TOAS 利用商工会

議所およびサポート企業ならびに導入を検討する商工会議所等を対象とした「TOAS フォーラム」

を開催した。 

開催日：平成 28 年２月３日（於：日本自動車会館 くるまプラザ）（参加者数：21 名） 

 

(3）商工会議所における情報セキュリティ対策の強化および体制整備支援 

昨今のサイバー攻撃の増加を受けて、各地商工会議所および当所、さらには中小企業における情報

セキュリティに対する意識向上、対策の強化、体制整備を目的として、全国９ブロックで担当職員研

修会を開催。これにより、全国各地から 251 商工会議所、295 名の参加があった。 

また、各地商工会議所の情報セキュリティに関する体制整備を促進させるため、情報機器管理規程

の改訂や緊急時の対策マニュアル等を作成・提供した。 

当所においても、情報セキュリティ基本方針を公表し、その徹底を図った。 
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(4）電子入札・電子申告等に取り組む中小企業等への支援 

電子政府・電子自治体による行政手続きの電子化、電子認証制度に対応し、電子入札・電子申告等

に取り組む中小企業を支援するため、民間認証局と業務提携し、各地商工会議所と連携のもと、同局

が発行する電子証明書の取次業務を行った。これにより、各地商工会議所会員企業に優待価格にて電

子証明書を提供した（取次枚数 1,469 枚）。 

 

(5）中小企業・小規模事業者情報プラットフォーム活用支援事業 

中小企業・小規模事業者に対し、IT を活用した販路開拓に必要な手法等について情報提供等を行う

とともに、中小企業・小規模事業者による IT を活用した販路開拓に対する各地商工会議所の支援能

力を強化するために、平成 26 年度補正予算にて措置された中小企業庁からの補助金（中小企業・小

規模事業者情報プラットフォーム活用支援事業。平成 27 年３月 31 日交付決定）を受けて、以下の事

業を実施した。 

① IT リテラシー向上支援セミナー 

中小・小規模事業者および地域支援機関（商工会議所等）を対象として、IT 利活用をテーマに、

全国で 179 回のセミナーを開催（47 都道府県を網羅）し、延べ 3,152 社、3,879 名の参加があっ

た。 

② EC 出店準備支援個別相談（専門家派遣） 

商工会議所 EC サイト「おもてなしギフトショップ」への出店支援を行うセミナーを 35 商工会議

所において実施し、各地商工会議所を経由して、全国 124 事業者に専門家を派遣した。 

 

(6）中小企業における IoT 等の利活用に関する研究 

IoT については、多くの中小企業において、ようやく動向に注目し始めた段階にすぎないことから、

IoT に関する諸外国の取組み状況を研究するとともに、国内での取組み状況を調査、今後の中小企業

における取組みの方向性について検討し、その推進のために必要な施策等について研究するため、企

業および学識委員 10 名からなる「中小企業 IoT・クラウド活用研究会」を設置。平成 28 年２月 29 日

および平成 28 年３月 23 日に研究会を開催し、検討を行った。 
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【地域の資源を徹底活用した地域力の再生・成長の促進】 

１．観光振興大会等 

(1）全国商工会議所観光振興大会 2015 in しずおか 

商工会議所会員の観光に対する意識改革と普及啓発を図り、観光とまちづくりが一体となった持続

可能な地域活性化を促す観光立地域の推進を目的に、11 月 12 日から 14 日に、静岡県静岡市等にお

いて、12 回目となる「全国商工会議所観光振興大会 2015 in しずおか」を開催、全国の商工会議所

会員や観光関係者ら、1,500 人が参加した。 

今大会は「歴史・文化資源の『再発見』と『学び』による観光振興」をメインテーマに、本大会・

交流会・分科会・エクスカーションを実施。静岡・山梨県内で活躍する地域づくりのキーパーソンと

の交流を通じながら、観光まちづくりの取り組みを体感した。 

 

11 月 12 日（１日目） 

① 分科会（14：00～16：00） 

場所：ホテルセンチュリー静岡、浮月楼 

内容：第１分科会「北斎と広重の富士～江戸と駿府からのながめ～」 

第２分科会「東海道二峠六宿を巡る歴史街道観光」 

第３分科会「広域連携で外国人を呼び込め『昇龍道プロジェクト』」 

第４分科会「炭鉱のマチ 夕張市に学ぶ歴史産業観光」 

「ものづくりのまちに学ぶ産業観光」 

第５分科会「徳川家康公を結集軸とした新たな観光振興の需要と創出」 

「150 万人を集める市民参加型イベント 『大道芸ワールドカップ in 静 

岡』の仕掛け人に聞く」 

 

② 全体交流会（18：00～20：00） 

場所：静岡県コンベンションアーツセンター「グランシップ大ホール・海」 

内容： 

・ダンスパフォーマンス 

清水エスパルスオフィシャルチアリーダーオレンジウェーブ 

・開会挨拶 「全国商工会議所観光振興大会 2015 in 静岡」 

  実行委員会 委員長 酒井 公夫 

・来賓紹介 駐横浜大韓民国総領事館 総領事 朱 重徹 氏 

国土交通省 中部運輸局 局長 鈴木 昭久 氏 

静岡市長 田辺 信宏 氏 

・歓迎挨拶 静岡商工会議所 高顧問 

德川 恒孝 氏（德川宗家第十八代当主） 

・「家康公顕彰四百年祭」を通じて広域連携した商工会議所のご紹介 

会津若松商工会議所、太田商工会議所、川越商工会議所 

浜松商工会議所、岡崎商工会議所、豊田商工会議所、 

鹿児島商工会議所 

・鏡開き  駐横浜大韓民国総領事館 総領事 朱 重徹 氏 
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国土交通省 中部運輸局 局長 鈴木 昭久 氏 

静岡市長 田辺 信宏 氏 

德川宗家（德川 恒孝 氏、幸子夫人） 

日本商工会議所 副会頭 福田 勝之 

日本商工会議所 観光専門委員会 共同委員長 早川 慶治郎 

静岡商工会議所 会頭 後藤 康雄 

静岡商工会議所 副会頭 酒井 公夫（大会実行委員長） 

・乾杯  静岡市長 田辺 信宏 氏 

・まぐろ曳き割り式 末廣鮨および有限会社静岡泂江水産 

・大道芸パフォーマンス 

  矢部 亮、ファニーボーンズ 

・トークショー 広報アイドルグループ 4SIZ（フォーシズ） 

 

11 月 13 日（２日目） 

③ 全体会議（09：00～12：30） 

  場所：静岡県コンベンションアーツセンター「グランシップ中ホール・大地」 

  内容： 

・開会挨拶 日本商工会議所 会頭 三村 明夫 

・歓迎挨拶 静岡商工会議所 会頭 後藤 康雄 

・来賓挨拶 静岡県知事 川勝 平太 氏 

・日商報告「商工会議所における観光振興の取り組みについて」 

日本商工会議所 観光委員会 共同委員長 須田 寬 

・「平成 27 年度全国商工会議所きらり輝き観光振興大賞」表彰式・事例発表 

大 賞 富山商工会議所 

振興賞 長野商工会議所 福山商工会議所 

特別賞 ひたちなか商工会議所 児島商工会議所 

奨励賞 久慈商工会議所 熱海商工会議所 美濃商工会議所 小浜商工会議所 

・基調講演「歴史資源と着地型観光」 

東海大学経営学部観光ビジネス学科 特任教授 宮内 順 氏 

・パネルディスカッション「歴史が導く過去・現在・未来～歴史が観光の魅力を高める～」 

コーディネーター 東海大学 経営学部観光ビジネス学科 特任教授 宮内 順 氏 

パネリスト 歴史小説家  植松 三十里 氏 

  俳優     滝 田  栄 氏 

  タレント   堀 口 茉 純 氏 

  エッセイスト・多摩大学大学院 客員教授 望月 照彦 氏 

・しずおかアピール採択 日本商工会議所 観光専門委員会 共同委員長 早川 慶治郎 

・次回開催地挨拶 京都商工会議所 

 

11 月 13 日（２日目）～11 月 14 日（３日目） 

④ エクスカーション 全 12 コース 
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・コースＡ（幹事：下田商工会議所、伊東商工会議所） 

「伊豆 開国・歴史ツアー」 

・コースＢ（幹事：沼津商工会議所、三島商工会議所） 

「魅力満載！伊豆再発見ツアー」 

・コースＣ（幹事：富士宮商工会議所、富士商工会議所） 

「世界遺産！富士山アカデミーツアー」 

・コースＤ（幹事：島田商工会議所、焼津商工会議所、藤枝商工会議所） 

「大井川“川越制度”と静岡茶の歴史を巡るツアー」 

・コースＥ（幹事：磐田高田商工会議所、掛川商工会議所、袋井商工会議所） 

「東海道五十三次どまん中ツアー」 

・コースＦ（幹事：浜松商工会議所） 

「闘将・家康公 天下取りまでの軌跡ツアー」 

・コースＧ（幹事：山梨県商工会議所連合会） 

「山梨方面へ行く！富士山西麓・北麓ツアー」 

・コースＨ（幹事：静岡商工会議所） 

「“静流”産業観光ツアー タミヤコース」（※13 日のみ） 

・コースＩ（幹事：静岡商工会議所） 

「“静流”産業観光ツアー バンダイコース」（※13 日のみ） 

・コースＪ（幹事：静岡商工会議所） 

「歴史街道観光ツアー 国宝久能山東照宮コース」（※13 日のみ） 

・コースＫ（幹事：静岡商工会議所） 

「歴史街道観光ツアー 志田邸・静岡市東海道広重美術館・清見寺コース」（※13 日のみ） 

・コースＬ（幹事：静岡商工会議所） 

「歴史街道観光ツアー 臨済寺・静岡浅間神社・駿府城公園コース」（※13 日のみ） 

 

(2）きらり輝き観光振興大賞 

観光立地域による観光立国の推進と地域活性化に資することを目的に、他の範となる観光振興の取

り組みを行っている商工会議所を顕彰する「全国商工会議所きらり輝き観光振興大賞」を実施。８回

目となる今回は、５月 26日から６月 26 日の期間で募集を行い、厳正な審査の結果、計９商工会議所

を入賞案件として発表し、「全国商工会議所観光振興大会 2015 in しずおか」で表彰した。 

【「平成 27 年度 全国商工会議所きらり輝き観光振興大賞」受賞商工会議所】 

○大賞 

富山商工会議所（富山県）「自然」「産業」「文化」を結ぶ「交通」を柱に、県をあげて産業観

光を推進 

○振興賞 

長野商工会議所（長野県）善光寺御開帳を活用した広域観光の推進 

福山商工会議所（広島県）まちなみと現代アートの融合により新たな地域の魅力創造 

○観光立“地域”特別賞 

ひたちなか商工会議所（茨城県）「タコ日本一宣言で地域に元気を促す 

児島商工会議所（岡山県）地場産業で地域の再生・発展を図る「児島ジーンズストリート構想」 
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○奨励賞 

久慈商工会議所（岩手道）「あまちゃん」のロケ地として北三陸の魅力発信 

熱海商工会議所（静岡県）熱海コレクション「A-PLUS」を活用した観光振興と地域連携事業の推進 

美濃商工会議所（岐阜県）自然、IT を活用した新たな顧客層への発信とブランドの構築 

小浜商工会議所（福井県）若狭小浜の“癒し”グルメと観光情報発信プロジェクト 

 

２．地域力活用新事業∞全国展開プロジェクト 

平成 18 年度より実施している「地域力活用新事業∞全国展開プロジェクト」（旧・地域資源∞全国展

開プロジェクトを引き続き実施した。 

同事業は、地域資源を活かし、新製品や新たな観光商品の開発等、地域の魅力を PR し、全国規模の

市場展開を図るため、各地商工会議所が地域の事業者と一丸となって行う試作品開発、商談会・展示会

の開催等の取り組みを総合的に支援するもの。 

平成 27 年度は、調査研究事業、本体事業１、２年目の３事業を行い、76 件のプロジェクトを実施し

た。 

また、各プロジェクトの円滑な事業展開を図るため、下記（１）から（８）の事業を実施した。 

 

【調査研究事業】（45 件） 

札幌、岩見沢、網走、美幌、留辺蘂、登別、青森、盛岡、塩釜、白石、酒田、鶴岡、新庄、いわき、

黒部、七尾、岡谷、下諏訪、飯山、ひたちなか、日光、佐野、川越、深谷、三島、袋井、瑞浪、名古

屋、蒲郡、津島、春日井、彦根、大和高田、総社、福山、府中、須崎、宿毛、八女、柳川、小城、水

俣、宇佐、奄美大島、那覇 

【本体事業１、２年目】（31 件） 

小樽、紋別、富良野、恵庭、久慈、酒田、新庄、糸魚川、加茂、上田、下諏訪、千曲、桐生、川

越、佐原、横須賀、富士吉田、岐阜、大府、四日市、鳥羽、熊野、長浜、彦根、大阪（２件）、

田辺、出雲、防府、柳井、大洲 

 

(1）平成 27 年度地域力活用新事業∞全国展開プロジェクト担当者セミナーの開催 

実施商工会議所の担当者を集め、本事業の事務手続きに関する説明をはじめ、地域資源を活用した

特産品、観光関連の商品開発や販路開拓に資するセミナーを実施した。 

①一次締切分 

・日  程：６月 23 日～24 日 

・場  所：全国町村議員会館「２階会議室」 

・参加者数：70 名 

 

②追加募集分 

・日  程：８月７日 

・場  所：当所会議室Ａ 

・参加者数：14 名 
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(2）事業基盤強化・専門家派遣事業の実施 

条件付きの採択となった商工会議所と本事業に初めて取り組む商工会議所を中心に、専門家等を派

遣し、プロジェクトを円滑に推進できるよう支援した。また、全採択プロジェクトの業務遂行をサポー

トするため、電話やＥメール等で随時アドバイスを実施した。 

さらに、過年度実施プロジェクトのフォローアップのため、ニーズ調査を実施し、調査結果に基づ

き、コンサルタントや専門家を派遣するなど、実践的な支援を行った。 

 

(3）販路開拓一貫支援事業（食・旅・技）の実施 

本事業で開発された商品（食・旅・技）の販路開拓・拡大を目的に、それぞれの分野の専門家が商

品の改良や販売戦略の立案、商談のアドバイスまでを一貫して支援するサポート事業を実施した。 

①ヒット商品開発支援事業（食） 

専門家チームを設置し、17 商工会議所（20 事業者）からエントリーのあった商品に関して、商

品改良のポイントや販売戦略などに関する現地指導を行うため、地域別にそれぞれ４回の「販路開

拓セミナー（個別相談会）」を実施した。 

さらに、東京での「テストマーケティング」や「スーパーマーケット・トレードショー2016」へ

の共同出展を通じて、小売業などのバイヤーとの個別商談を行うなど、販路開拓を支援した。 

【販路開拓セミナー】 

（第１回） 

・日  程：札幌：11 月４日 

金沢：10 月 27 日 

東京：11 月５日 

大阪：10 月 27 日 

広島：10 月 28 日 

福岡：11 月４日 

・参 加 者：札幌：６名 

金沢：４名 

東京：９名 

大阪：５名 

広島：７名 

福岡：14 名 

・場  所：札幌：ホテル札幌芸文館 

金沢：金沢商工会議所会館 

東京：AP 東京八重洲通り 

大阪：大阪商工会議所 

広島：ワークピア広島 

福岡：福岡商工会議所 

（第２回） 

・日  程：札幌：12 月 14 日 

東京：12 月８日 

広島：12 月３日 
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福岡：12 月９日 

・参 加 者：札幌：４名 

東京：３名 

広島：２名 

福岡：８名 

・場  所：札幌：ホテル札幌芸文館 

東京：AP 東京八重洲通り 

広島：ワークピア広島 

福岡：福岡商工会議所 

（第３回） 

・日  程：札幌：平成 28 年１月 28 日 

東京：平成 28 年１月 27 日 

福岡：平成 28 年１月 26 日 

・参 加 者：札幌：５名 

東京：４名 

福岡：６名 

・場  所：札幌：ホテル札幌芸文館 

東京：AP 東京八重洲通り 

福岡：福岡商工会議所 

（第４回） 

・日  程：札幌：平成 28 年３月２日 

東京：平成 28 年３月４日 

福岡：平成 28 年３月３日 

・参 加 者：札幌：３名 

東京：１名 

福岡：５名 

・場  所：札幌：ホテル札幌芸文館 

東京：AP 東京八重洲通り 

福岡：福岡商工会議所 

 

【テストマーケティング「ニッポンまるしぃ」】 

・日  程：11 月 25 日～12 月１日 

・出 展 数：13 商工会議所 19 商品 

・場  所：日本百貨店しょくひんかん（於：秋葉原） 

・来場者数：625 名 

 

【共同展示商談会ニッポンまるしぃ（｢スーパーマーケット･トレードショー2016｣への出展)】 

・日  程：平成 28 年２月３日（水）～５日（金） 

・出 展 数：17 商工会議所 20 事業者 

・場  所：東京ビッグサイト 西１ホール  
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・来場者数：約９万 600 名（同時開催のイベント来場者含む） 

 

②ヒット商品開発支援事業（旅） 

旅行商品の改良、販路拡大を希望する 18 商工会議所が参加し、専門家による現地指導と商談シー

トの作成支援を行った。その後、旅行事業者などへの商談機会の創出、各プロジェクトの PR を目

的に、東京ビッグサイトで開催された「ツーリズム EXPO ジャパン 2015」に共同展示・商談ブース

「feel NIPPON」を出展した。 

本共同展示商談会ブースでは約 150 の商談が行われ、当日の成約と継続商談が約９割となった。

商談結果を踏まえ、参加商工会議所に対するフォローアップコンサルティングや、バイヤーへのヒ

アリングなどを実施し、商談成約に向けた継続支援を行った。 

【feel NIPPON 共同展示商談会（「ツーリズム EXPO ジャパン 2015」への出展）】 

・日  程 :９月 24 日（木）～27 日（日） 

・出 展 数：18 商工会議所 

・場  所：東京ビッグサイト・東２ホール 

・来場者数：約 17 万 3,600 名（同時開催のイベント来場者含む） 

 

③ヒット商品開発支援事業（技） 

エントリー商品の募集を行い、14 商工会議所が参加した。「2k540」で一般消費者向けのテスト

マーケティングを実施し、その結果を踏まえ、専門家チームによる現地指導を行い、商品改良や販

路開拓に関する個別指導を行った。 

また、バイヤーを対象とした展示会「IFFT/Interior Lifestyle Living」に共同出展した。本共

同展示商談会ブースでは 269 件の商談が行われ、当日の商談結果では、成約と継続商談が約９割と

なった。 

【技のヒット甲子園＠2k540】 

・日  程：９月 24 日～29 日 

・出 展 数：９商工会議所 148 アイテム 

・場  所：2k540 AKI-OKA ARTISAN 

・来場者数：約 1,450 名 

 

【技のヒット甲子園＠IFFT（IFFT / interior lifestyle living 2015 への出展）】 

・日  程：11 月 25 日～27 日 

・出 展 数：12 商工会議所 193 アイテム 

・場  所：東京ビッグサイト 西２ホール 

・来場者数：約１万 7,100 名（同時開催のイベント来場者含む） 

 

(4）人材育成事業 

地域振興事業を推進するためのコーディネート能力の向上を図ることを目的とした研修会を、６回

実施した。地域資源を活用し事業創出に成功した地域や、地域発の新たなビジネスを立ち上げた企業

を訪問し、そのビジネスの仕掛け人から、ビジネス手法や、地域ビジネス創造に向けた新たなヒント

を、実践形式で学んだ。 
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①第１回 

・日  程：10 月 21 日～22 日 

・場  所：富良野商工会議所 会議室 他 

・参 加 者：５名 

②第２回 

・日  程：11 月５日～６日 

・場  所：安芸商工会議所 会議室 高知商工会議所 会議室 他 

・参 加 者：11 名 

③第３回 

・日  程：11 月 16 日～17 日 

・場  所：真庭リバーサイドホテル 会議室 他 

・参 加 者：13 名 

④第４回 

・日  程：11 月 30 日～12 月１日 

・場  所：伊万里商工会議所 会議室 他 

・参 加 者：５名 

⑤第５回 

・日  程：12 月 10 日～11 日 

・場  所：川越商工会議所 会議室 他 

・参 加 者：13 名 

⑥第６回 

・日  程：平成 28 年１月 14 日～15 日 

・場  所：当所 会議室 A 他 

・参 加 者：19 名 

 

(5）共同展示商談会「feel NIPPON 春 2016」の開催 

本事業で開発された商品の PR と販路拡大を目的に、東京ビッグサイトで行われた国内 大級の見

本市「東京インターナショナル・ギフト・ショー」および食の専門見本市「グルメ＆ダイニングスタ

イルショー」に共同展示商談会「feel NIPPON 春 2016」を出展、41 商工会議所が参加した。 

出展ブースでは、国内旅行業者の添乗員やインテリアコーディネーターなどによる、商品の企画展

示も行った。プロならではの「消費者目線」は、来場バイヤーへの商品 PR となり、展示閲覧後にブー

スを回るバイヤーが多くいた。 

イベント期間中の来場者は約 20 万人で、本共同展示商談会ブースでは約 1,120 の商談が行われ、

成約と継続商談が約９割となった。 

【開催概要】 

・日  程：平成 28 年２月３日～５日 

・出 展 数：41 商工会議所 

・場  所：東京ビッグサイト・東３ホール 

・来場者数：約 19 万 5,000 名（同時開催のイベント来場者含む） 
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(6）広報事業 

平成 18 年度より実施している本事業の周知および認知度向上を目的に、これまでに実施したすべ

てのプロジェクト情報を公式ホームページに掲載。また、開発された全商品（食・工芸品・観光商品

等）の販路拡大を目的に、商品データも掲載し、情報発信した。さらに、商品取引に必要な情報を盛

り込んだ商品カタログを作成し、約 10,100 名のバイヤーに向け配布し、バイヤーへの PR を行うこと

で、商品マッチングの促進を図った。 

① 公式ホームページへの商品情報掲載（Facebook の情報発信含む） 

② 商品カタログ「Buyer’s Guide～商談サポートシート～」（食・旅・技）の作成 

③「食のショールーム・パルズ」（東京・六本木）での食品関連商品の常設展示・商談会 

④ イベント情報の公式ホームページへの掲載（日商側面支援事業のついてのレポート等） 

⑤ 平成 27 年度本事業実施プロジェクト成果報告書の作成 

 

(7）事業評価事業の実施 

平成 18 年度から平成 27 年度に実施したプロジェクトの取り組みについて調査・分析等を行い、成

功要因や課題等の抽出、側面支援事業も含めた効果的な展開方法と、販路開拓の方策等を示した。 

また、未実施商工会議所の中で、本事業の概要や来年度以降の応募を検討している商工会議所に専

門家を派遣し、本事業の啓蒙を行うとともに、事業の実施に向けたサポートを行った。 

 

３．GS1事業者コード（JAN 企業コード）の登録受付業務 

昭和 60 年８月から一般財団法人流通システム開発センターの委託を受けて開始した JAN 企業コード

登録受付業務については、POS（販売時点情報管理）機器を導入する小売店が増加してきたこと、イン

ターネット販売等においても JAN コードの利用が進んだことなどに伴い、実施商工会議所は当初の 218

商工会議所から現在はほぼすべての商工会議所が受付窓口となっている。各地商工会議所で受け付けた

登録申請書は、当所を経由して一般財団法人流通システム開発センターへ送付され、付番・管理される。 

平成 27 年度の商工会議所の登録受付件数は合計 12,564 件で、受付開始以来の累計は、477,548 件に

達している。 

 

新 規 登 録 更 新 登 録 合      計 

3,320 9,244 12,564 
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【企業の海外展開への対応強化】 

１．国際会議等 

(1) 世界商工会議所連合（WCF） 

ⅰ）第９回世界商工会議所大会（６月 10 日（水）～12 日（金）） 

第９回世界商工会議所大会が、世界商工会議所連合（WCF）、国際商業会議所（ICC）、トリノ商業

会議所の主催によりイタリア（トリノ）において開催された。全体会議では、「21 世紀における世

界貿易」「世界的な人口の移動」「持続的な世界－食糧、水、エネルギー」と題して様々なセッショ

ンが開催された。そのうち、「21 世紀における世界貿易」のセッションに、日商、東商、北九州商

工会議所のミッション団、総勢 61 名が参加した。 

 

(2）ASEAN・日本経済協議会日本委員会 

ⅰ）在京 ASEAN 各国大使との懇談会の開催 

11 月 11 日（68 名） 

開催地：東京 

ａ．開会挨拶 

ASEAN・日本経済協議会日本委員会 会長 三村 明夫 

ｂ．挨拶 

駐日マレーシア特命全権大使（ACT 議長） 

ダト・アハマッド・イズラン・ビン・イドゥリス 氏 

ｃ．報告「ASEAN･日本経済協議会の 近の活動概要について」 

ASEAN・日本経済協議会日本委員会 副会長 釡 和明 

ｄ．討 議 「ASEAN 経済共同体の設立と日本企業の活動」 

①AEC を活用してのビジネスの相互拡大 

②ASEAN 域内連結性の強化…投資環境の観点より 

③同上…物流インフラの観点より 

④同上…人の交流活性化の観点より 

ⅱ）平成 27年度総会（副会長選任並びに平成 26 年度収支決算（案）・事業報告（案）および平成 27

年度収支予算書（案）・事業計画書（案）の承認） 

６月４日（紙上総会） 

ⅲ）第２回日 ASEAN 新産業官民対話 

７月 30 日（200 名） 

開催地：マレーシア（クアラルンプール） 

ａ．開会挨拶 

マレーシア国際通商産業省 事務総長  

タン・スリ・レベッカ・ファテイマ・スタ・マリア 氏 

経済産業省 通商交渉官 坂本 敏幸 氏 

ｂ．基調講演「アジアにおける新ビジネスの潮流」 

ASEAN 経済協議会 会長 タン・スリ・ムニール・マジッド 氏 

ｃ．討議「新しいビジネスプレーヤーと領域を育てるための 良の方法と挑戦」 

①個人投資家の観点から 
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②ビジネスプレーヤーの観点から 

③公共機関の観点から 

ｄ．閉会挨拶 

経済産業省 参与 西川 和見 氏 

日本商工会議所 国際部 担当部長 大下 英和 

ⅳ）ASEAN 経済協議会との懇談会 

４月 25 日（35 名） 

開催地：マレーシア／クアラルンプール 

ａ．ASEAN 経済協議会の活動報告 

ASEAN 経済協議会 議長 タンスリ・ムハマド・ムニール 氏 

ASEAN 経済協議会マレーシア 委員 サイヤド・ナビル・アルジェフリ 氏 

ｂ．日本側からの活動報告ならびに ASEAN 経済協議会・ASEAN 首脳への要望 

ASEAN・日本経済協議会日本委員会 副会長 釡 和明 

ｃ．今後の活動についての討議 

ⅴ）日 ASEAN 経済大臣会合 

８月 23 日 

開催地：マレーシア／クアラルンプール 

日本から釡副会長が出席し、第２回日 ASEAN 新産業官民対話について報告した。 

ⅵ）勉強会「ASEAN 経済共同体（AEC）の設立と日本」 

７月 24 日（30 名） 

ａ．講演 「ASEAN 経済共同体（AEC）設立と日本」  

（独）日本貿易振興機構 企画部 海外地域戦略主幹 助川 成也 氏 

ｂ．報告 「AEC 設立に向けた当協議会としての取組み」 

 

(3）東アジア・ビジネスカウンシル（EABC） 

ⅰ）第 31 回会合 

５月 13 日（27 名） 

開催地：中国／杭州 

ａ．ASEAN 経済協議会との合同会議について 

ｂ．ワーキンググループの成果について 

ｃ．ASEAN＋３首脳会議・経済大臣会合・高級実務者会合への要望書提出について 

ｄ．東アジアビジネスフォーラムについて  ほか 

ⅱ）第 32 回会合 

８月 23 日（47 名） 

開催地：マレーシア／クアラルンプール 

ａ．ASEAN＋３の協力計画について 

ｂ．ASEAN Plus SME Centres との協力の可能性について 

ｃ．ASEAN 経済協議会との対話の準備について 

ｄ．ASEAN＋３高級実務者との対話の結果について 

ｅ．ASEAN＋３経済大臣との対話の準備について 
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ⅲ）第 33 回会合 

８月 23 日（47 名） 

開催地：マレーシア／クアラルンプール 

ａ．ASEAN＋３経済大臣との対話の結果について 

ｂ．第１回東アジア投資フォーラムについて 

ｃ．ASEAN＋３首脳との対話の準備について 

ｄ．ASEAN＋３の財務省・中央銀行と対話の結果 

ｅ．ワーキンググループの成果について     ほか 

ⅳ）第 34 回会合 

１月 15 日（46 名） 

開催地：東京 

ａ．議長の交代 

ｂ．新議長の挨拶 

ｃ．2016 年の EABC 議題について ASEAN＋３首脳との対話の準備について 

ｄ．2016 年の活動スケジュールについて 

ｅ．ASEAN＋３首脳との対話の結果について 

ｆ．ASEAN＋３の財務省・中央銀行と対話の結果について 

ｇ．ASEAN＋３の首脳・経済大臣・高級実務者への要望書提出について  ほか 

ⅴ）ASEAN＋３首脳との対話 

11 月 21 日  

ASEAN10 か国および日本・韓国の首脳（中国は欠席）との対話を行った。2016 年の議長国を代表

して、ASEAN・日本経済協議会日本委員会の副会長である大森一夫住友商事会長より東アジア経済

統合への産業界意見反映の取組み方針を紹介した。 

ⅵ）ASEAN＋３経済大臣会合 

８月 23 日 

開催地：マレーシア／クアラルンプール 

日本から釡和明特別顧問と大森一夫住友商事会長、久貝常務理事が出席。中堅・中小・零細企業

の強化、電子商取引の促進、使いやすい域内経済連携の実現の３点について要望した。 

 

(4）日印経済委員会 

ⅰ）平成 27 年度日印経済委員会総会（兼 第 40 回日印経済合同委員会会議 日本代表団結団式） 

９月 24 日（44 名） 

ａ．開会挨拶 

日印経済委員会 会長 飯島 彰己 

ｂ．来賓ブリーフィング 

外務省アジア大洋州局 南部アジア部 地域調整官 夛賀 政幸 氏 

経済産業省通商政策局 南西アジア室長 笹路 健 氏 

ｃ．第 40 回日印経済合同委員会会議 

ｄ．平成 27 年度日印経済委員会総会 
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ⅱ）第 40 回日印経済合同委員会会議 

10 月１日（100 名） 

日本側：60名 

インド側：40 名 

開催地：日本／東京 

ａ．開会挨拶 

日印経済委員会 会長 飯島 彰己 

ｂ．挨拶 

印日経済委員会 会長 オンカール・カンワール 氏 

ｃ．来賓挨拶 

駐日インド大使 ディ―パ・ゴパラン・ワドワ 氏 

経済産業省通商政策局 通商交渉官 髙木 誠司 氏 

ｄ．FICCI 作成「インド・日本－貿易・経済・投資関係の概観」の紹介 

シャルドゥル・アマルチャンド・マンガルダス パートナー ルドラ・パンディ 氏 

ｅ．基調講演 

マディヤ・プラデーシュ州 首相 シヴラージ・シン・チョーハン 氏 

ｆ．全体会議１「インフラ分野における日印協力の進展」 

議長：日印経済委員会 会長 飯島 彰己 

共同議長：印日経済委員会 会長 オンカール・カンワール 氏 

双日㈱ 副会長 原 大 氏 

駐日インド大使館 公使（経済） アルビンド・シン 氏 

GMR グループ ヴァイス・プレジデント スリーダル・ポトゥクチ 氏 

日本信号㈱ 執行役員 国際事業部長 大島 秀夫 氏 

ｇ．全体会議２「メイク・イン・インディア～課題と展望」 

議長：日印経済委員会常設委員会 委員長 倉内 宗夫 

共同議長：印日経済委員会 共同会長 ロヒット・レラン 氏 

NASSCOM グローバル・トレード・ディベロップメント ダイレクター 

ガガン・サヴァルワル 氏 

インド三井物産㈱ 業務部長 大橋 一元 氏 

日本貿易振興機構 ビジネス展開支援部 部長 植田 大 氏 

印日経済委員会 共同会長 R.レラン 氏 

ｈ．閉会  

印日経済委員会 会長 オンカール・カンワール 氏 

日印経済委員会 会長 飯島 彰己 

ⅲ）経済ミッション 

９月６日～12 日 インド現地事情視察ミッション 

開催地：ムンバイ、チェンナイ、ベンガルール 

ⅳ）セミナー等 

４月７日（162 名） インド・ラジャスタン州投資促進セミナー 

７月１日（88 名）  セミナー「１年を経たモディ政権の経済運営」 
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９月 11 日（216 名） マハラシュトラ州における投資機会セミナー 

10 月２日（140 名） インド投資促進セミナー「インド・ビジネス－成否を分けるポイント」 

11 月 10 日（150 名） ワドワ駐日インド大使閣下 歓送夕食会 

12 月 21 日（46 名） 八木 毅 前・在インド日本国大使、平松 賢司 在インド日本国大使と

の懇談会 

１月 14 日（80 名） ピュシュ・ゴヤル インド電力・石炭・新エネ再エネ大臣 昼食懇談会 

ⅴ）後援 

７月 22 日～24 日 「第 36 回インド衣料品展」および「第 26 回インド家庭用品展」 

 （インド貿易振興局主催） 

９月 26 日～27 日 「第 23 回 ナマステ・インディア 2015」 

 （ナマステ・インディア実行委員会、NPO 法人日印交流を盛り上げる会、在

日インド大使館、インド政府観光局共催） 

９月 30 日 「インド・マディヤ・プラデシュ州における投資機会セミナー」 

 （マディヤ・プラデシュ州政府、駐日インド大使館、インド工業連盟主催

日本貿易振興機構共催） 

10 月 27 日～29 日 「第１回 インド・トレンド・フェア 2015」 

 （日印国際産業振興協会主催） 

12 月 18 日 「八木毅・平松賢司 新旧駐印大使歓送迎レセプション」（日印協会主催） 

３月４日（東京）・８日（大阪）・10 日（名古屋） 

 「インド予算案セミナー」（KPMG ジャパン主催） 

ⅵ）協力 

７月 28 日 インドビジネス講演会「長年の現地経験に基づくインドビジネスのやり方

と法律の実務」（日印協会主催） 

９月 11 日 インド工業連盟（CII）訪日団の西尾 昇治 東京商工会議所 理事・事務局

長への表敬 

12 月４日 インド経営大学院バンガロール校学生の受け入れ 

２月８日 インドゴム工業会訪日団の受け入れ 

ⅶ）常設委員会 

７月 22 日 常設委員会、アドバイザリーグループ 懇親会 

 

(5）日本・バングラデシュ経済委員会 

ⅰ）セミナー、懇談会 

４月 22 日（31 名） 「 近のバングラデシュ、スリランカ情勢」ブリーフィング 

８月 27 日（17 名） 投資環境改善に係るバングラデシュ国政府関係諸機関との懇談 

11 月６日（６名） マスード・ビン・モメン在日バングラデシュ人民共和国大使 歓送昼食会 

ⅱ）表敬 

６月 15 日 渡邉 正人 駐バングラデシュ特命全権大使の三村日商会頭、朝田委員長

表敬 

６月 22 日 渡邉 正人 駐バングラデシュ特命全権大使の小林共同委員長表敬 

11 月 20 日 ムストファ・カマル計画大臣の朝田委員長表敬 
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２月 26 日 渡邉 正人 駐バングラデシュ特命全権大使の朝田委員長、小林共同委員

長表敬 

ⅲ）その他 

６月 30 日 マスード・ビン・モメン在日バングラデシュ人民共和国大使主催 

 渡邉 正人 駐バングラデシュ特命全権大使夫妻を囲むイフタル・ディ

ナー 

 （朝田委員長、小林共同委員長が出席） 

10 月 27 日 在日バングラデシュ大使館主催 日本・バングラデシュ友好議員連盟を 

お迎えしての夕食懇談会（小林共同委員長が出席） 

 

(6）日本・パキスタン経済委員会 

ⅰ）「第７回日本・パキスタン民間経済人会議」「第５回官民合同経済対話」に向けた事前準備会合 

（勉強会） 

９月 25 日（34 名） 

ａ．外務省からの説明 

外務省アジア大洋州局 南部アジア部 南西アジア課 課長補佐 江端 康行 氏 

ｂ．経済産業省からの説明 

経済産業省通商政策局 アジア大洋州課 南西アジア室 室長補佐 鈴木 真人 氏 

ｃ．日本・パキスタン経済委員会 事務局からの説明 

ⅱ）「第７回日本・パキスタン民間経済人会議」「第５回官民合同経済対話」 

11 月 10 日（89 名） 

日本側：57名 

パキスタン側：32 名 

開催地：パキスタン／イスラマバード 

ａ．開会挨拶 

世界の中のパキスタン（簡単なプレゼンテーション） 

パキスタン・日本ビジネス・フォーラム（PJBF) 会長 ソヘイル・アフメド 氏   

日本・パキスタン経済委員会 会長 朝田 照男 

駐パキスタン特命全権大使 猪俣 弘司 氏 

ｂ．基調講演「パキスタンの向かう先は何処に」 

民営化担当大臣 モハマド・ズベール 氏 

ｃ．全体会議 I「産業政策、ビジネスの課題」 

議長： パキスタン・日本ビジネス・フォーラム（PJBF) 会長 ソヘイル・アフメド 氏 

共同議長：日本・パキスタン経済委員会 会長 朝田 照男 

政策要望（自動車産業政策と税制について）の紹介 

カラチ日本商工会 会長 酒井 雪夫 氏 

自動車産業政策 

インダス・モーター・カンパニー 副会長 村上 敬一 氏 

税制 

日本貿易振興機構カラチ事務所 所長 久木 治 氏 
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鉄鋼製品に対する関税 

アジア大洋州住友商事会社 カラチ事務所長  酒井 雪夫 氏 

パキスタンの繊維製品 

全パキスタン繊維製造業者協会（APTMA) パンジャブ支部 会長 アーミル・ファイヤーズ 氏 

ｄ．全体会議Ⅱ「ビジネス支援」 

議長： パキスタン・日本ビジネス・フォーラム（PJBF) 会長 ソヘイル・アフメド 氏 

共同議長：日本・パキスタン経済委員会 会長 朝田 照男 

インフラ分野 

丸紅株式会社 顧問 吉田 亙 氏 

ビジネス支援－ワンストップ・コーディネーション、法と秩序 

三菱東京 UFJ 銀行 アジア・オセアニア企画部長 上利 陽太郎 氏 

シアルコット－技術力を持つ中小企業の集積地 

シアルコット商業会議所 エグゼクティブ・コミティ・メンバー 

ズヘッブ・ラフィック・セイティ 氏 

パキスタン－良好なビジネス事例 

国務大臣、首相特別補佐官 兼 投資庁長官 ミフタ・イスマイル 氏 

ｅ．閉会挨拶 

日本・パキスタン経済委員会 会長 朝田 照男 

パキスタン・日本ビジネス・フォーラム（PJBF) 会長 ソヘイル・アフメド 氏 

ｆ．商業省主催歓迎昼食会 

ⅲ）表敬 

10 月６日 北村 経夫 経済産業大臣政務官の朝田会長表敬 

３月 14 日 倉井 高志 駐パキスタン特命全権大使の三村会頭、朝田会長表敬 

ⅳ）後援 

７月 27 日～28 日 パキスタン企業との商談会（在日パキスタン大使館 商務部主催） 

３月 10 日 パキスタン・ビジネス・セミナー（在日パキスタン大使館 商務部主催） 

 

(7）日本・スリランカ経済委員会 

ⅰ）懇談 

６月 18 日（10 名） マンガラ・サマラウィーラ スリランカ外務大臣との昼食懇談会 

10 月５日（15 名） ラニル・ウィクラマシンハ スリランカ首相との昼食懇談会 

ⅱ）表敬 

５月 18 日 菅沼健一 駐スリランカ日本大使による関委員長表敬 

３月 23 日 ハルシャ・デシルバ スリランカ外務副大臣による関委員長表敬 

ⅲ）主催 

４月 22 日 「 近のバングラデシュ、スリランカ情勢」ブリーフィング 

ⅳ）その他 

６月５日 スリランカ投資庁職員の受入れ 

10 月６日 「スリランカ民主社会主義共和国首相記念講演会」の周知協力 

（外務省主催） 
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３月 11 日 「スリランカ紅茶局ミッションを囲む夕食レセプション」への関委員長の

出席 

 

(8) 日西経済委員会 

ⅰ）共催 

５月 20 日～22 日 京都スマートシティエキスポ 2015 

主催：京都スマートシティエキスポ運営協議会（京都府、京都市、日西経済委員会他 15 団体） 

ⅱ）懇談 

２月 24 日（30 名） 在日スペイン商工会議所との顔合わせ会 

ⅲ）その他  

11 月４日～５日 「スペインセミナー」の周知協力 

 

(9）日本エジプト経済委員会 

ⅰ）第 10 回日本・エジプト経済合同委員会会議（兼投資セミナー） 

３月２日（約 400 名） 

日本側：324 名 

エジプト側：約 63 名 

開催地：日本／東京 

ａ．開会挨拶 

日本・エジプト経済委員会委員長 小澤 哲 

エジプト・日本経済委員会委員長 イブラヒム・エル・アラビー 氏  

日本貿易振興機構理事長 石毛 博行 氏 

ｂ. 来賓挨拶  

経済産業副大臣  高木 陽介 氏 

ｃ．基調講演 

エジプト・アラブ共和国大統領 アブドゥルファッターハ・エルシーシ 氏 

ｄ．協力協定の締結 

ｅ．全体会議１「ビジネスと投資におけるエジプトと日本の協力の可能性」 

電力・再生可能エネルギー大臣 モハメド・シャーケル・エル・マルカビー 氏 

スエズ運河経済特区庁長官 アフメド・ダルウィーシュ 氏 

投資・フリーゾーン庁長官 アラー・オマル 氏 

エジプト・日本科学技術大学（E-JUST）学長 アフメド・エルゴハリ 氏 

ｆ．全体会議２「日本とエジプトの協力関係の発展に向けて」 

日本貿易振興機構カイロ事務所 所長／在エジプト日本商工会 副会長 池田 篤志 氏 

海外産業人材育成協会（HIDA）理事 下大澤 祐二 氏 

ユニ・チャーム株式会社 カイロ工場 取締役 マーケティング部長兼事業コントローラー 

志摩 浩史 氏 

ｇ. 閉会挨拶 

エジプト・日本経済委員会委員長 イブラヒム・エル・アラビー 氏 

日本・エジプト経済委員会委員長 小澤 哲 
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ⅱ）講演 

９月１日（38 名） イスマイル・カイラット駐日エジプト・アラブ共和国特命全権大使講演 

 セミナー「エジプトの現状と投資機会」 

10 月 26 日（86 名） オサマ・アスラン エジプト・アラブ共和国電力副大臣一行との講演会お

よび懇談／名刺交換会 

ⅲ）表敬 

９月１日 清水委員長と小澤新委員長の三村会頭への表敬 

９月 16 日 エジプト・ジュニア・アソシエーション 教育分野委員長 

 カリーム・ムハンマド・エル・ヘンナウィ氏の西谷事務総長への表敬 

 

(10）日本マレーシア経済協議会 

ⅰ）ラウンドテーブルミーティング 

５月 25 日（40 名） 

ナジブ首相とのラウンドテーブルミーティング（マレーシア投資開発庁と共催） 

ⅱ）夕食懇談会 

11 月 26 日（19 名） 

ムスタパ・マレーシア国際通商産業大臣との夕食懇談会 

ⅲ）平成 27 年度総会（平成 26 年度収支決算（案）・事業報告（案）および平成 27 年度収支予算書

（案）・事業計画書（案）の承認） 

７月 23 日（紙上総会） 

ⅳ）表敬 

２月 26 日 

松尾弘子在コタキナバル領事事務所長による佐々木会長表敬 

 

(11）日比経済委員会 

ⅰ）第 34 回日比経済合同委員会日本代表団結団式 

２月 17 日（22 名） 

ａ．開会挨拶 日比経済委員会 代表世話人 志賀 俊之 

ｂ．講演 

① 近のフィリピン情勢と日本フィリピン関係 

外務省 南部アジア部 南東アジア第二課 課長 松尾 裕敬 氏 

②日・フィリピン経済概況 

経済産業省 通商政策局 アジア大洋州課 課長 岩田 泰 氏 

ｃ．第 34 回合同委員会について 

①両国代表団 

②日程・議題等 

③開催経費等 

ⅱ）第 34 回日比経済合同委員会 

２月 23 日（117 名） 

日本側：65名 
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フィリピン側：48 名 

開催地：フィリピン（ニュー・ワールド・マカティ・ホテル） 

ａ．開会挨拶 

比日経済委員会 委員長 ロベルト・ホセ・カスティーリョ 氏 

日比経済委員会 代表世話人 志賀 俊之 

ｂ．両国首脳メッセージ 

ｃ. 来賓講演 フィリピン共和国 貿易産業大臣 エイドリアン・クリストバル 氏  

ｄ. 基調講演 デ・ラ・サール大学 名誉教授 ウィルフリッド・V・ヴィリャコルタ 氏 

ｅ．第１回全体会議「これまでの 60 年における日比企業間協力の進化」 

①日本とのビジネス：当時と現在 ～矢崎トレスの経験～ 

矢崎トレス社 社長 フェリシアーノ・トレス 氏 

②フィリピンでのビジネスの 60 年 

フィリピン日本人商工会議所 会頭 天野 善夫 氏 

ｆ．第２回全体会議「両国の今後のさらなる繁栄に向けた取り組み」 

①フィリピンにおける 新のインフラ・プロジェクト 

PPP センター エグゼクティブ・ディレクター  コゼット・V・カニラオ 氏 

②フィリピンにおけるインフラ・プロジェクト 

日比経済委員会 代表世話人 朝田 照男 

③日比間のさらなる人的交流活発化への期待（a） 

フィリピン海外雇用庁 長官  ハンス・レオ・カクダック 氏 

④日比間のさらなる人的交流活発化への期待（b） 

日本航空株式会社 取締役会長 大西 賢 氏 

⑤日本にとっての地域ビジネス・ハブ、グローバル・ビジネス・ハブとしてのフィリピン（a） 

フィリピン IT ビジネスプロセス協会 副会長  マノリート・タヤグ 氏 

⑥日本にとっての地域ビジネス・ハブ、グローバル・ビジネス・ハブとしてのフィリピン（b） 

ファースト・リテイリング・フィリピン・COO  久保田 勝美 氏 

ｇ．閉会挨拶 日比経済委員会 代表世話人 志賀 俊之 

ⅲ）ベニグノ・アキノ３世大統領歓迎昼食会 

６月４日（約 200 名） 

日本商工会議所、日本経済団体連合会、経済同友会、日本貿易会、日比経済委員会が主催。日

本側約 100 名、フィリピン側約 100 名の計約 200 名が参加。ドミンゴ貿易産業大臣、プリシマ財

務大臣、シンソン公共事業道路大臣など主要閣僚も参加した。 

 

(12）日豪経済委員会 

ⅰ）幹事会 

７月６日（22 名） 

ａ．「 近の豪州情勢と日豪関係について」 

外務省 アジア大洋州局 大洋州課 課長補佐 箕谷 優 氏 

ｂ．「 近の豪州経済概況」 

経済産業省 通商政策局 アジア大洋州課 課長補佐 横山 博之 氏 
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ｃ．第 37 回日豪／豪日経済委員会運営委員会について 

ｄ．第 53 回日豪経済合同委員会会議の準備状況について 

ｅ．EPA 小委員会の活動について 

２月 16 日（20 名） 

ａ．「豪州の 近の政治経済情勢について」 

（一財）国際経済交流財団 業務部長 土屋 隆 氏 

ｂ．第 38 回日豪／豪日経済委員会運営委員会について 

ｃ．第 54 回日豪経済合同委員会会議の準備状況について 

ｄ．次世代リーダーズ・ラウンド・テーブルについて 

ⅱ）日豪／豪日経済委員会運営委員会 

10 月 12 日（22 名）＜第 37 回＞ 

日本側：８名 

豪州側：14名 

開催地：福岡／ヒルトン福岡シーホーク 

ａ．第 53 回日豪経済合同委員会会議の日程・議題 

ｂ．第 54 回日豪経済合同委員会会議の日程 

ｃ．第 37 回日豪／豪日経済委員会運営委員会(TV 会議)の日程 

ｄ．日豪 EPA 発効後の両国経済委員会の取り組み 

ｅ．両国の政治経済情勢  

３月 31 日（26 名）＜第 38 回＞ 

日本側：９名 

豪州側：17名 

開催地：東京～メルボルン、シドニー、パース（テレビ／電話会議） 

ａ．第 54 回日豪経済合同委員会会議の日程・議題 

ｂ．第 55 回日豪経済合同委員会会議の日程 

ｃ．持続可能な組織について 

ｄ．次世代リーダーズ・ラウンド・テーブルについて 

ｅ．新コロンボ計画について 

ｆ．新たな分野と新たな協力関係の拡大について～EPA 活用小委員会の活動について～  

ｇ．両国の政治経済情勢 

ⅲ）平成 27 年度総会兼第 53 回日豪経済合同委員会会議日本代表団結団式 

９月 28 日（60 名） 

開催地：東京／丸の内二丁目ビル 

ａ．開会挨拶 

日豪経済委員会 会長 三村 明夫 

ｂ．来賓ブリーフィング 

外務省 アジア大洋州局参事官 鈴木 秀生 氏 

経済産業省 通商政策局 通商戦略担当審議官 伊藤 伸彰 氏 

ｃ．第 53 回日豪経済合同委員会会議について 

ｄ．日豪経済委員会平成 27 年度総会について 
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ⅳ）第 53 回日豪経済合同委員会会議 

10 月４日～６日（363 名） 

日本側：225 名 

豪州側：138 名 

開催地：福岡／ヒルトン福岡シーホーク 

ａ．開会式 

開会挨拶 

日豪経済委員会 会長 三村 明夫 

豪日経済委員会 会長 サー・ロッド・エディントン 氏 

祝辞 

福岡県 副知事 大曲 昭恵 氏 

福岡商工会議所 会頭 磯山 誠二 氏 

ｂ．第１回全体会議 基調講演「グローバル化が進む世界における日豪両国関係」 

基調スピーカー：東京大学大学院 経済学研究科 教授 伊藤 元重 氏 

ｃ．第２回全体会議パネルディスカッション「ポスト日豪 EPA のビジネス交流機会」 

基調講演：(独)日本貿易振興機構 理事 佐藤 百合 氏 

Rio Tinto, Iron Ore Chief Exective アンドリュー・ハーディング 氏 

日本航空㈱ 取締役専務執行役員 旅客機販売総括本部長 藤田 直志 氏 

Corrs Chanbers Westgarth Partner and CEO ジョン・デントン 氏 

㈱三井住友銀行 取締役兼専務執行役員 川嵜 靖之 氏 

National Australia Bank Regional Head Food & Agribusiness，Asia 

パトリック・ヴィゾーン 氏 

ｄ．第３回全体会議パネルディスカッション「日豪におけるコーポレートガバナンス」 

スピーカー：エゴンセンター㈱ 社長 佃 秀昭 氏 

㈱IHI 会長 釜 和明 氏 

Hunter Phillip Japan，Chairman ボブ・サイドラー 氏 

G&S Global Advisor Inc． 社長 橘・フクシマ・咲江 氏 

AIA Australia Ltd，Director ピーター・イェイツ 氏 

ｅ．第４回全体会議「日豪両国でのアジアの世紀を担うグローバル人材の育成・教育」 

スピーカー：立命館アジア太平洋大学 学長 是永 駿 氏 

McKinsey and Company，Inc．Japan Principal ポール・マキナニー 氏 

東京都市大学 学長 三木 千壽 氏 

Mizuho Financial Group，Inc．Grobal Career Management Div．General Manager 

デボラ・ヘーゼルトン 氏 

三井物産㈱ 顧問 川嶋 文信 氏 

North East Asia Branch Department of Foreign Affairs and Trade Assistant Secretary 

ジョン・ラントリー 氏 

㈱＠アジア・アソシエイツ・ジャパン 代表取締役 正宗 エリザベス 氏 

ｆ．第５回全体会議「世界をリードする福岡の取り組み」 

スピーカー：九州大学 次世代燃料電池産学連携研究センター  
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水素エネルギー国際研究センター カーボンニュートラル・エネルギー国際研究所 

大学院工学研究院 主幹教授・センター長 佐々木 一成 氏 

㈱安川電機 取締役常務執行役員 ロボット事業部長 南 善勝 氏 

本多機工㈱ 社長 龍造寺 健介 氏 

ｇ．第６回全体会議 「金属鉱物・エネルギー資源問題」 

電源開発㈱ 社長 北村 雅良 氏 

BHP Billiton Chief Commercial Officer ディーン・デラヴァレー 氏 

川崎重工業㈱ 執行役員 技術開発本部 副部長 原田 英一 氏 

Santos Limited Market & Eastern Australia Commercial Vice President – LNG 

ピーター・クレアリー 氏 

ｈ．第７回全体会議「日豪ビジネスにおける新機軸～サービス産業・生活関連産業の現状と新たな

トレンド」 

スピーカー：日本電気㈱ 会長 矢野 薫 氏 

PricewaterhouseCoopers, Asia Practice Leader Partner アンドリュー・パーカー 氏 

日本郵便㈱ 社長 髙橋 亨 氏 

Japan Australia and NewZealand Banking Group Limited CEO ピーター・デービス 氏 

ｉ． 終全体会議 

議長総括 

閉会挨拶 

豪日経済委員会 会長 サー・ロッド・エディントン 氏 

日豪経済委員会 会長 三村 明夫 

ⅴ）EPA 活用小委員会 

６月 25 日（25 名）第１回会合 

ａ．開会挨拶 

EPA 活用小委員会 委員長 小島 順彦 

EPA 活用小委員会 副委員長 宮本 聡 

ｂ．「日豪 EPA の概要と産業界の連携について」 

経済産業省 通商政策局 アジア大洋州課 参事官 永井 春信 氏 

ｃ．「オーストラリアの投資機会～農業・食品分野を中心に～」 

オーストラリア大使館 公使（商務） レオニー・モルドゥーン 氏 

オーストラリア大使館 マーケティング事務所 投資マネージャー 秋保 順子 氏 

ｄ．意見交換  

７月 28 日（32 名）第２回会合 

ａ．開会挨拶 

EPA 活用小委員会 副委員長 宮本 聡 

ｂ．「豪州の税制等に関して」 

オーストラリア大使館 首席公使 トム・コナー 氏 

ｃ．「日本企業が直面する豪州の貿易・投資障壁」 

日本機械輸出組合 通商・投資グループリーダー 谷口 正樹 氏 

９月 14 日（28 名）第３回会合 
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ａ．開会挨拶 

EPA 活用小委員会 委員長 小島 順彦 

EPA 活用小委員会 副委員長 宮本 聡 

ｂ．日豪 EPA「経済関係の緊密化に関する小委員会」の動きについて 

ｃ．「EPA 発効後の日豪ビジネスに関するアンケート」調査結果について 

ｄ．討議・意見交換 

ⅵ）その他の会議・イベント 

６月９日～10 日（約 10 名） 

 オーストラリア金融サービス協会 訪日ミッション受入 

12 月 18 日（91 名） オーストラリア首相マルコム・ターンブル閣下 歓迎昼食会 

 開催地：東京／帝国ホテル「菊の間」「孔雀の間（東）」 

２月 16 日（約 50 名） 豪日友好協力基本条約（NARA 条約）締結 40 周年記念レセプション 

 開催地：東京／在日オーストラリア大使館 

ⅶ）表敬・懇談 

４月１日 草賀純男駐オーストラリア特命全権大使の三村明夫会長への赴任前挨拶 

４月６日 好井正信駐パース総領事の岡部義裕事務総長への赴任前挨拶 

４月 17 日 サー・ロッド・エディントン豪日経済委員会会長の三村明夫会長表敬 

４月 21 日 オーストラリア連邦チョーボー外務大臣・貿易・投資大臣付政務次官とゴ

スパーAustrade 長官の三村明夫会長表敬 

５月 18 日 マイク・ベアード ニューサウスウェールズ州首相の小島順彦副会長表敬 

６月 12 日 ボブ・サイドラー豪日経済委員会副会長の三村明夫会長表敬 

７月 23 日 デビッド・ジェイコブス豪日経済委員会事務総長の三村明夫会長表敬 

12 月 10 日 ブルース・ミラー駐日オーストラリア大使と三村明夫会長との面談 

２月 17 日 豪州若手政治家の日豪経済委員会への表敬訪問（青山伸悦事務総長が面会） 

２月 23 日 アジア・大洋州地域大使との懇談会への小島順彦副会長の出席 

２月 25 日 草賀純男駐オーストラリア特命全権大使の三村明夫会長表敬 

 

(13）日本ニュージーランド経済委員会 

ⅰ）幹事会 

５月 27 日（15 名） 

ａ．「 近のニュージーランド情勢と日ニュージーランド関係について」 

外務省 アジア大洋州局 大洋州課 首席事務官 時田 裕士 氏 

ｂ．「 近のニュージーランド経済概況」 

経済産業省 通商政策局 アジア大洋州課 課長補佐 横山 博之 氏 

ｃ．第 42 回日本ニュージーランド経済人会議 日程・議題（案）について 

ⅱ）平成 27 年度総会兼第 42 回日本ニュージーランド経済人会議日本代表団結団式 

10 月 15 日（34 名） 

開催地：東京／丸の内二丁目ビル 

ａ．開会挨拶 

日 NZ 経済委員会 日本側委員長 進藤 清貴 
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ｂ．来賓ブリーフィング 

外務省 アジア大洋州局 参事官 山田 重夫 氏 

経済産業省 通商政策局 通商戦略担当 審議官 伊藤 伸彰 氏 

ｃ．第 42 回日本ニュージーランド経済人会議について 

ｄ．日本ニュージーランド経済委員会平成 27 年度総会 

ⅲ）第 42 回日本ニュージーランド経済人会議 

10 月 18 日～20 日（157 名） 

日本側：87名 

NZ 側：70 名 

開催地：北海道／グランドホテルニュー王子 

ａ．開会式 

開会挨拶 

日 NZ 経済委員会 日本側委員長 進藤 清貴 

日 NZ 経済委員会 NZ 側委員長  イアン・ケネディ 氏 

祝辞 

ニュージーランド駐箚特命全権大使 髙田 稔久 氏 

駐日ニュージーランド特命全権大使 マーク•シンクレア 氏 

北海道 知事 高橋 はるみ 氏 

苫小牧商工会議所 会頭 藤田 博章 氏 

ｂ．基調講演 

㈱双日総合研究所 チーフエコノミスト 吉崎 達彦 氏 

ｃ．第１回全体会議「両国経済情勢」 

（日本側スピーチ）(独)日本貿易振興機構 理事 佐藤 百合 氏 

（NZ 側スピーチ） ANZ New Zealand，Head of Institutional Relationships 

ポール・グッドウィン 氏 

ANZ New Zealand，Executive Director，Institutional Relationships 

スチュアート・マキノン 氏 

ｄ．第２回全体会議「環境・エネルギー」 

（日本側スピーチ）住友林業㈱ 執行役員 住宅事業本部 副本部長兼建築技術審査室長 

         西周 純子 氏 

（NZ 側スピーチ）SCION，CEO ウォーレン・パーカー 氏 

ｅ．第３回全体会議「イノベーションとテクノロジー」 

（日本側スピーチ）産業技術総合研究所 イノベーション推進本部 産学官・国際連携推進部 

         国際連携室 シニアマネージャー 二タ村 森 氏 

（NZ 側スピーチ） The University of Auckland，National Institute of Advanced Industrial 

         Science and Technology ブルース・マクドナルド 氏 

ｆ．第４回全体会議「製造業」 

（日本側スピーチ）王子ホールディングス㈱ 取締役常務グループ経営委員 磯野 裕之 氏 

（NZ 側スピーチ） ㈱コナカ 社長 湖中 謙介 氏 

ｇ．第５回全体会議「物流・港湾」 
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（日本側スピーチ）苫小牧港開発㈱ 社長 石森 亮 氏 

（NZ 側スピーチ） Air New Zealand，General Manager Japan, Korea and South East Asia 

         スコット・カー 氏 

ｈ．第６回全体会議「食品・農林水産業」 

（日本側スピーチ）ホクレン農業協同組合連合会 代表理事常務 板東 寛之 氏 

（NZ 側スピーチ） New Zealand Plant & Food Research，Business Manager 

         グレッグ・プリングル 氏 

（日本側スピーチ）早稲田大学 ナノ・ライフ創新研究機構 規範科学総合研究所 

ヘルスフード科学部門研究院教授 矢澤 一良 氏 

（NZ 側スピーチ）フォンテラジャパン㈱ 社長 齋藤 康博 氏 

ｉ．第７回全体会議「教育・観光」 

（日本側スピーチ）㈱ジェイティービー グループ本社執行役員 スポーツビジネス推進室長 

         青木 尚二 氏 

（NZ 側スピーチ） Education New Zealand，CEO グラント・マクファーソン 氏 

ｊ．第８回全体会議「参加者ディスカッション」 

（日本側スピーチ）三菱商事㈱ 執行役員 アジア大洋州統括補佐 

         ニュージーランド三菱商事 社長 高田 光進 氏 

（NZ 側スピーチ） International Business Forum，Executive Director 

スティーブン・ジャコビ 氏 

ｋ． 終全体会議 

日 NZ 経済委員会 NZ 側委員長 イアン・ケネディ 氏 

日 NZ 経済委員会 日本側委員長 進藤 清貴 

ⅳ）その他の会議・イベント 

10 月 18 日 NZ 大使館・北海道主催 アグリテックセミナー： ニュージーランドから学

ぶグラスファーミング（後援） 

ⅴ）表敬・懇談 

４月１日 進藤委員長の伊原外務省アジア大洋州局長への訪問 

４月１日 進藤委員長の鈴木経済産業省通商政策局長への訪問 

５月 12 日 野川駐 NZ 大使の進藤委員長への帰任挨拶 

５月 29 日 髙田駐 NZ 大使の進藤委員長への着任挨拶 

７月１日 ケネディ NZ 側委員長の青山事務総長への訪問 

３月 23 日 マーク・ミッチェル NZ 議会 外交・防衛・貿易委員会委員長の進藤日 NZ 経

済委員会委員長への表敬訪問 

 

(14）日智経済委員会 

ⅰ）平成 27 年度日智経済委員会日本国内委員会総会 

11 月 30 日（紙上総会） 

ⅱ）表敬・懇談 

11 月 29 日 エラスリス日智経済委員会チリ国内委員会委員長の三村会頭への表敬訪問 

ⅲ）その他の会議・イベント 
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４月 15 日 チリ大使主催晩餐会への大下事務総長の出席 

７月９日 (一社)ラテンアメリカ協会主催 講演会「駐日大使が語るチリの現状と将

来」（協力） 

10 月 14 日 太平洋同盟４か国大使との夕食会への、三村会頭、大下事務総長の出席 

１月 19 日 米州開発銀行アジア事務所主催 セミナー「太平洋同盟の見通し」（後援） 

 

(15）日亜経済委員会 

ⅰ）平成 27 年度日亜経済委員会総会 

11 月 30 日（紙上総会） 

ⅱ）その他の会議・イベント 

11 月 12 日 「WTO を活用した海外規制の是正について」セミナー（開催地：東京） 

ａ．講演 「WTO の枠組みを活用した海外規制の是正」 

「アルゼンチン輸入規制措置に関する WTO 上級委員会判断を踏まえた今後の履行対応」 

「新興国の保護主義的な動き」 経済産業省 通商政策局 通商機構部 

参事官・国際経済紛争対策室長 西脇 修 氏 

参事官補佐 清水 茉莉 氏 

２月１日 福嶌教輝駐アルゼンチン日本大使任地 新事情報告会（開催地：東京） 

ａ．開会挨拶 (一社)ラテンアメリカ協会 会長 

       三菱商事㈱ 相談役 日亜経済委員会 前会長 佐々木 幹夫 氏 

ｂ．講演 「アルゼンチン 新事情報告会」 

アルゼンチン共和国駐箚特命全権大使 福嶌 教輝 氏 

ｃ．質疑応答  

 

(16）日本ペルー経済委員会 

ⅰ）平成 27 年度日本ペルー経済委員会総会 

11 月 30 日（紙上総会） 

ⅱ）表敬・懇談 

７月 27 日 エスカラ駐日ペルー大使と宮村委員長との面談 

５月 12 日 在京ペルー大使館主催ペルーProInversion（投資促進庁）長官歓迎晩餐会

へ宮村委員長出席 

１月 29 日 株丹達也駐ペルー日本大使と西尾事務総長との面談 

ⅲ）その他の会議・イベント 

４月１日 ペルー大使館主催ペルー日本友好の日レセプションへの宮村委員長、西尾

事務総長の出席 

５月 13 日 ペルー投資セミナー:ROAD SHOW – JAPAN 2015 “ペルーへの投資機会／ 

 インフラプロジェクト”（協力） 

９月７日（163 名） ペルー投資セミナー “Road Show in PERU Asia 2015”（開催地：東京） 

ａ．歓迎挨拶 

駐日ペルー大使 エラルド・エスカラ 氏 

ｂ．祝辞 
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日本ペルー経済委員会 委員長 宮村 眞平 

ｃ．講演(１) 「ペルーのビジネス環境」 

ペルー投資促進協会 会長 ホセ・アントニオ・ブランコ 氏 

ｄ．講演(２) 「ペルー経済の見通しと投資機会」 

ペルー投資促進庁 投資促進局長 ハビエル・コレア・メルチャン 氏 

ｅ．講演(３) 「通貨政策：マクロ経済の長期安定要因」 

ペルー中央準備銀行 総裁 フリオ・ベラルデ 氏 

ｆ．パネルディスカッション 「ペルー：魅力的な投資機会」 

パネリスト ：駐日ペルー大使館 経済商務担当参事官 

ラファエル・アルカサール元証券業協会 会長 ルイス・フェルナンド・エルゲロ 氏 

モデレーター：セマナ・エコノミア誌 総局長 ゴンサロ・セガラ 氏 

ｇ．閉会挨拶 

リマ証券取引所 理事長  クリスチャン・ラウブ 氏   

９月７日 ペルー大使主催レセプションへの宮村委員長の出席 

10 月 14 日 太平洋同盟４か国大使との夕食会への三村会頭、宮村委員長、西尾事務総

長の出席 

１月 28 日 駐中南米地域日本国大使との懇談会への宮村委員長の出席 

 

(17）日本・カナダ商工会議所協議会 

ⅰ）平成 27 年度総会兼第２回合同会合事前説明会 

２月 24 日（27 名） 

ａ．開会挨拶 

日本・カナダ商工会議所協議会 会長 槍田 松瑩 

ｂ．来賓ブリーフィング 

外務省 経済局長 金杉 憲治 氏 

在日カナダ大使館 投資・資源エネルギー部 参事官 アンドレア・クレメンツ 氏 

ｃ．第２回合同会合について 

ｄ．平成 27 年度総会 

ｅ．閉会 

ⅱ）第２回合同会合 

３月 21 日（188 名） 

日本側：77名 

カナダ側：111 名 

開催地：カナダ・バンクーバー（フェアモント・パシフィック・リム） 

ａ．開会挨拶 

日本・カナダ商工会議所協議会 カナダ側会長 スティーブ・デッカ 氏 

日本・カナダ商工会議所協議会 日本側会長 槍田 松瑩 

ｂ．来賓挨拶 

駐日カナダ特命全権大使 マッケンジー・クラグストン 氏 

駐カナダ日本国大使 門司 健次郎 氏 
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ｃ．セッション①「成長の機会 -新たな可能性をつかむ」 

（基調講演・モデレーター）McKinsey & Co., Director ミクロス・ディーツ 氏 

（パネリスト）Rainmaker Entertainment, President & Chief Creative Officer 

マイケル・ヘフロン 氏 

（パネリスト）Port Metro Vancouver, President & CEO ロビン・シルベスター 氏 

（パネリスト）（株）カプコン 代表取締役会長 CEO 辻本 憲三 氏 

（パネリスト）本田技研工業（株） 渉外部 担当部長 村岡 直人 氏 

（パネリスト）Hitachi High-Tech AW Cryo,Inc., President マーク・ボルダック 氏 

ｄ．基調講演 

Norton Rose Fulbright Canada LLP, Senior Strategic Advisor デレク・バーニー 氏 

ｅ．セッション②「日本でのビジネス－対日投資と地方創生」 

（モデレーター・ブリーフィング）（独）日本貿易振興機構 副理事長 赤星 康 氏 

（ブリーフィング）茨城県国際課 課長 清瀬 一浩 氏 

（ケーススタディ）Wakely Foreign Law Office-Tokyo ウィルフ・ウェイクリー 氏 

（ケーススタディ）JAL CAE Flight Training, General Manager 

クエンティン・オマーニー 氏 

ｆ．セッション③「継続した関係を築く－人と人の繋がり」 

（モデレーター）Partner and Co-Head of Int. Trade, Bennett Jones Totonto 

ミロス・バルチスキ 氏 

（パネリスト）ブリティッシュ・コロンビア州 国際貿易大臣 テレサ・ワット 氏 

（パネリスト）元駐日カナダ大使 ジョセフ・キャロン 氏 

（パネリスト）メープル・ファン・ツアーズ（株）代表取締役 別所 和雄 氏 

（パネリスト）The Centre for International Governance Innovation, Distinguished Fellow 

レン・エドワーズ 氏 

ｇ．閉会挨拶 

日本・カナダ商工会議所協議会 日本側会長 槍田 松瑩 

日本・カナダ商工会議所協議会 カナダ側会長 スティーブ・デッカ 氏 

ｈ．ネットワーキング・レセプション 

ｉ．両国協議会メンバーミーティング 

ｊ．個別夕食会 

ⅲ）第２回合同会合関連行事  

①在バンクーバー総領事館主催レセプション 

３月 20 日（52 名） 

開催地：カナダ・バンクーバー（在バンクーバー日本国総領事公邸） 

ａ．歓迎挨拶 

駐バンクーバー日本国総領事 岡田 誠司 氏 

ｂ．挨拶 

駐カナダ日本国特命全権大使 門司 健次郎 氏 

日本・カナダ商工会議所協議会 会長 槍田 松瑩 

②現地産業視察会 
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３月 22 日（29 名） 

開催地：カナダ・バンクーバー市内 

ａ．ポート・メトロ・バンクーバー 

ｂ．レインメーカーエンターテインメント 

ⅳ）セミナー 

９月 25 日（28 名） 「ケベック州投資セミナー －優れた開発拠点－」 

 ケベック州投資公社 駐日代表 モハン・パテル 氏 

 ケベック州政府在日事務所 通商官 稲垣 眞 氏 

12 月８日（32 名） 「オンタリオ州ビジネスセミナー －先端技術の集積－」 

 オンタリオ州在日事務所 代表 ロバート・アルマー 氏 

ⅴ）表敬・懇談 

４月８日 門司健次郎駐カナダ日本大使の槍田会長・三村会頭表敬 

４月 28 日 ジョン・マンリー カナダ経営者評議会会長兼 高経営責任者の槍田会長

表敬 

８月８日 槍田会長とデッカ（カナダ側）会長との懇談会 

11 月 12 日・12 月３日・１月 26 日  

 槍田会長とクラグストン駐日カナダ大使との懇談会 

 

(18）日本メコン地域経済委員会 

ⅰ）平成 27 年度総会 

５月 22 日（54 名） 

ａ．委員会規約の変更について 

ｂ．会長、事務総長の選任について 

ｃ．委員異動一覧、委員・顧問名簿について 

ｄ．平成 26 年度事業報告（案）および平成 26 年度収支決算見込（案）について  

ｅ．平成 27 年度事業計画（案）および平成 27 年度収支予算（案）について 

ｆ．その他 

ⅱ）勉強会 

５月 22 日（54 名）第１回勉強会 

「ミャンマーのビジネス環境 新事情について～現地で見聞したビジネスの環境、 

日系企業の動向～」 

共同通信グループ（株） エヌ・エヌ・エー 経営企画室 室長代理 兼  

編集局 編集部 担当部長 藤野 英憲 氏 

（前（一社）共同通信社 外信部 ヤンゴン支局 出向） 

ⅲ）経済ミッション 

10 月 26 日～29 日（27 名） 

「訪ベトナム経済ミッション」 

訪問地：ベトナム（カントー市、ハナム省、ビンフック省、ホーチミン市） 

ⅳ）第３回ベトナム計画投資省との協議会 

10 月 27 日（125 名） 
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日本側：70名 

ベトナム側：55 名 

開催地：ベトナム・ハノイ 

ａ．開会挨拶 

ベトナム計画投資省 大臣 ブイ・クアン・ビン 氏 

日本メコン地域経済委員会 委員長 小林 洋一 

ｂ．説明 

「ベトナムの投資法・企業法の改正について」 

ｃ．セッション 

「ベトナム政府への要望について（進出日系企業が抱える課題を中心に）」 

日本メコン地域経済委員会 委員長 小林 洋一 

ベトナム日本商工会 会長 徳山 司文 氏 

「未来志向の今後の日越産業協力について」 

東京精電（株） 製造部 課長 山﨑 福一 氏 

（株）ユニバーサルコムピューターシステム 代表取締役社長 荒川 義夫 氏 

ｄ．閉会 

日本メコン地域経済委員会 共同委員長 衣斐 正宏 

ⅴ）懇談会 

４月 22 日 テイン・アウン エヤワディ―管区首相ならびにミャンマー連邦共和国商工

会議所連合会との懇談会 

４月 23 日 アーコム・タイ運輸副大臣兼国家経済社会開発庁長官との懇談会 

７月４日 メコン５カ国首脳歓迎昼食会 

７月 29 日 ミャンマー連邦共和国投資委員会・エネルギー省・投資企業管理局との意

見交換会 

11 月 19 日 ベトナム計画投資省副大臣一行との懇談会 

１月 25 日 ミャンマー・国民民主連盟（NLD）経済委員会一行との朝食懇談会 

ⅵ）表敬 

４月 27 日 ベトナムカオバン省一行訪問の大下英和事務総長表敬 

５月 26 日 ドァン・スァン・フン駐日ベトナム社会主義共和国大使の三村会頭表敬 

５月 27 日 ベトナム FPT グループ チョン・ザー・ビン会長の小林洋一委員長表敬 

７月４日 キット・メン・カンボジア商業会議所会頭の小林洋一委員長、衣斐正宏共

同委員長表敬 

７月 13 日 シハサック・プアンゲッゲオ新任駐日タイ王国大使の三村会頭表敬 

７月 14 日 ベトナム商工会議所 ロック会頭の三村会頭表敬 

９月７日 グエン・クオック・クオン駐日ベトナム大使の三村会頭表敬 

11 月 12 日 サム・レンシー救国党（カンボジア野党）党首の衣斐正宏共同委員長表敬 

11 月 25 日 引原毅駐ラオス日本国大使の三村会頭表敬 

２月 22 日 バントゥーン タイ・カシコン銀行会長一行の三村会頭表敬 

ⅶ）受け入れ研修 

７月６日 メコン５カ国記者団研修 
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11 月７日～12 日 ベトナム日本商工会現地職員研修 

12 月９日 CLMV 若手行政官研修 

 

(19）全国商工会議所中国ビジネス研究会 

会員企業の対中ビジネスを支援するため、中国各地の経済開発区や地方自治体の投資環境および中

国関連セミナーなどについて情報提供を行った。（研究会登録メンバー数：642（３月末現在）。メー

ルマガジン配信数：本年度 15 回、通算配信数 178 回） 

11 月には天津西青経済技術開発区管理委員会とともに、（株）みずほフィナンシャルグループ、（独）

日本貿易振興機構（JETRO）の後援を受け、「中国食品産業セミナー」を開催した。 

 

(20）日韓・韓日商工会議所首脳会議 

ⅰ）第９回首脳会議 

９月９日（26 名） 

日本側：13名 

韓国側：13名 

開催地：日本／福岡 

ａ．開会挨拶 

日本商工会議所 会頭 三村 明夫 

大韓商工会議所 会長 朴 容晩 氏 

ｂ．議題１「両国の経済状況および今後の展望」 

（日本側）日本の経済情勢と展望 

     日本商工会議所 副会頭（名古屋商工会議所 会頭） 岡谷 篤一 

（韓国側）韓国の経済状況と今後の見通し 

ソウル商工会議所 副会長（LG 科学 副会長） 朴 鎭洙 氏 

ｃ．議題２「日韓の民間協力の現状と課題」 

（日本側）日韓の民間協力の現状と課題 

日本商工会議所 特別顧問（東京商工会議所 顧問） 佐々木 幹夫 

（韓国側）日韓間のヒトの交流について 

     大韓商工会議所 副会長（釜山商工会議所 会長） 趙 成濟 氏 

ｄ．議題３「両国商工会議所事業のベストプラクティスの共有」 

（日本側）各地商工会議所における地方創生の取り組み 

     日本商工会議所 副会頭（仙台商工会議所 会頭） 鎌田 宏 

（韓国側）商工会議所の主な新規事業のご紹介 

     大韓商工会議所 副会長（大邱商工会議所 会長） 陳 榮煥 氏 

ｅ．閉会挨拶 

大韓商工会議所 会長 朴 容晩 氏 

日本商工会議所 会頭 三村 明夫 

ⅱ）実務協議会 

６月 25 日（８名） 

ａ．第９回首脳会議等（首脳会議、夕食会、昼食会、北九州文化視察）の全体日程・参加者について 
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ｂ．第９回首脳会議の議題について 

 

(21）日本商工会議所と外務省との懇談会 

７月 24 日（外務省側出席者９名・日本商工会議所側９名） 

ａ．開会挨拶 

日本商工会議所 会頭 三村 明夫  

外務大臣 岸田 文雄 氏 

ｂ．意見交換 

ｃ．閉会 

 

(22）アジア・大洋州地域大使との懇談会（日本経済団体連合会との共催） 

２月 23 日（外務省側出席者 23 名・経済界側出席者 36 名） 

ａ．開会 

（一社）日本経済団体連合会 会長 榊原 定征 氏  

ｂ．挨拶および大使紹介 

外務省アジア大洋州局長 石兼 公博 氏 

ｃ．各国情勢の説明 

在韓国大使館特命全権大使 別所 浩郎 氏 

在ベトナム大使館特命全権大使 深田 博史 氏 

在インドネシア大使館特命全権大使 谷﨑 泰明 氏 

在タイ大使館特命全権大使 佐渡島 志郎 氏 

在インド大使館特命全権大使 平松 賢司 氏 

在ミャンマー大使館特命全権大使 樋口 建史 氏 

ｄ．懇談 

ｅ．閉会 

日本商工会議所 特別顧問 釡 和明 

 

(23）使節団派遣訪タイ・マレーシア経済ミッション 

ⅰ）訪タイ・マレーシア経済ミッション連絡担当者事前打ち合わせ 

12 月 22 日（35 名） 

ａ．ミッションの準備状況について 

ｂ．ミッション当日までのスケジュールについて 

ⅱ）訪タイ・マレーシア経済ミッション結団式 

１月 27 日（55 名） 

ａ．開会挨拶 日本商工会議所 会頭 三村 明夫 

ｂ．来賓ブリーフィング 

①「 近のタイ情勢と日・タイ関係」 

「 近のマレーシア情勢と日・マレーシア関係」 

外務省 アジア大洋州局 南部アジア部長 梨田 和也 氏 

②「タイ・マレーシアの経済状況」 
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経済産業省 通商政策局 アジア大洋州課 課長  岩田 泰 氏 

ｃ．訪タイ・マレーシア経済ミッションについて 

①団長、副団長、顧問、事務総長について 

②日程等について 

③団費について 

ｄ．閉会 

ⅲ）訪タイ・マレーシア経済ミッション結団式 

１月 31 日～２月６日 

メンバー 三村 明夫 日本・東京商工会議所会頭を団長に、日商特別顧問・東商議員および各地

商工会議所会頭等、総勢 79 名 

訪問地：タイ（バンコク）、マレーシア（クアラルンプール） 

ａ．タイ 

①プラユット・ジャンオーチャー首相への表敬訪問 

②アーコム・トゥームピッタヤパイシット運輸大臣への表敬訪問 

③ポンチャイ・タルクルワラノン工業大臣政務官への表敬訪問 

④ウィニッチャイ・チュムチャウン商務大臣政務官への表敬訪問 

⑤日タイ経済フォーラム 

挨拶 

タイ商業・工業・金融合同常任委員会 会長 ブーンタック・ワンチャルーン 氏 

日本商工会議所 会頭 三村 明夫 

基調講演 

商務省 副大臣 スウィット・メーメンシー 氏 

タイ商業・工業・金融合同常任委員会と日本商工会議所との覚書署名 

「中小企業のビジネスチャンスについて」 

㈱みずほフィナンシャルグループ 常任顧問 塚本 隆史 氏 

タイ工業連盟 副会長 チェン・ナムチャイシリ 氏 

「経済統合（TPP, RCEP, AEC）について」 

㈱三井住友銀行 顧問 星 文雄 氏 

タイ貿易院 副会長 ピヤブトゥル・チョンビジャン 氏 

「インフラの発展について」 

日商・東商特別顧問 丸紅㈱ 会長 朝田 照男 

TMB 銀行 卸売金融事務所長 ピティ・タンタカセム 氏 

⑥カシコン銀行視察 

⑦現地事情ブリーフィング 

在タイ日本大使館 公使 内川 昭彦 氏 

在タイ日本大使館 公使 大村 周太郎 氏 

盤谷日本人商工会議所 会頭 村越 晃 氏 

ジェトロバンコク 所長 保住 正保 氏 

タイ投資委員会 エグゼクティブディレクター ボンゴット・アヌロート 氏 

⑧ウィラサック外務大臣政務官主催夕食会 
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⑨盤谷日本人商工会議所との夕食会 

ｂ．マレーシア 

①ナジブ・ラザク首相への表敬訪問 

②サイド・ハミド陸上公共交通委員会議長への表敬訪問 

③日本・マレーシア経済フォーラム 

開会挨拶 日本商工会議所 会頭 三村 明夫 

歓迎挨拶 マレーシア日本経済協議会 会長 アズマン・ハシム 氏 

セッション１ 基調講演 

国際貿易産業省 第二大臣 オン・カ・チュアン 氏 

セッション２「イントロダクション」 

マレーシア日本経済協議会 事務総長 モハメド・イクバル 氏 

日本・東京商工会議所 専務理事 石田 徹 

「エネルギーに関する課題と懸念、エネルギー効率化について」 

マレーシア投資開発庁 クリーンテクノロジー＆環境マネジメント部門 ディレクター 

ズアイダ・アブドゥラ 氏 

日本商工会議所特別顧問・東京商工会議所副会頭 釜 和明 

「ハラル食品のサプライチェーンについて」 

マレーシア貿易開発公社 食品・バイオ・ハラル部門 ディレクター 

モハマド・アミノドゥン・シャム 氏 

ブラヒムズ・ホールディング アソシエイト・ディレクター ナセル・アブ・バカール 氏 

日本通運㈱執行役員 内田 敏明 氏 

④現地事情のブリーフィング 

在マレーシア日本大使館 公使 兒玉 良則 氏 

マレーシア日本人商工会議所 会頭 外処 敏彦 氏  

ジェトロクアラルンプール 所長 梶田 朗 氏 

伊勢丹クアラルンプール 社長 湯谷 信治 氏 

⑤マレーシア日本国際工科院視察 

⑥宮川眞喜雄駐マレーシア日本大使主催夕食会 

⑦マレーシア日本人商工会議所との夕食会 

 

２．レセプション・懇談会等 
 

開催日 内 容 

４月８日 ラスアルハイマ投資庁との面談（事務局対応） 

４月８日 門司健次郎駐カナダ特命全権大使の三村会頭表敬 

４月17日 サーロッドエディントン豪日経済委員会会長の三村会頭表敬 

４月21日 カザフスタン共和国カマルディノフ大使の三村会頭表敬 

４月21日 
オーストラリア連邦 チョーボー外務大臣・貿易・投資大臣付政務次官とゴスパー

Austrade 長官 の三村会頭表敬 

４月27日 ジョン・マンリー・カナダ経営者評議会会長兼 高経営責任者の三村会頭表敬 
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５月15日 IMF ジャパンチームミッション団との面談（事務局対応） 

５月19日 アール・レイ・トムリン米国ウェストバージニア州知事の中村専務理事表敬 

５月26日 ベトナム・フン大使の三村会頭表敬 

６月２日 ベルギー･フランダース政府貿易投資局との面談（事務局対応） 

６月12日 サイドラー豪日経済委員会副会長の三村会頭表敬 

６月15日 渡辺 新・駐バングラデシュ大使の三村会頭表敬 

６月30日 モンゴル国立商工会議所オユンチメグ CEO の中村専務理事表敬 

７月９日 酒生文弥在日ルーマニア商工会議所の中村専務理事表敬 

７月13日 坂本秀之 駐ナミビア共和国特命全権大使の中村専務理事表敬 

７月13日 シハサック駐日タイ大使の三村会頭表敬 

７月27日 中日韓経済発展協会中小企業促進会の中村専務理事表敬 

７月30日 「2015年日中学生交流事業」経済分科会の三村会頭表敬 

９月３日 米国ジョージア州視察団とのネットワーキング 

９月７日 ベトナム・グエン・クオック・クオン大使の三村会頭表敬 

９月10日 「コンゴ民主共和国・就業起業支援研修」研修団の受入れ（事務局対応） 

９月30日 欧州経済社会評議会（EESC）との懇談（事務局対応） 

10月13日 ミハル・コットマン駐日スロヴァキア大使の中村専務理事表敬 

10月22日 ゾマホン・ドスー・シール・ルフィン駐日ベナン共和国大使の表敬（事務局対応） 

10月29日 
リオネル・ザンスー ベナン首相、ベナン商工会議所ジャン・バティスト・サティヴィ会

頭の中村専務理事表敬 

10月30日 マルコス・タケル・リケ駐日エチオピア大使との面談（事務局対応） 

11月17日 ベッロ・カゾレ・フセ二駐日ナイジェリア大使館公使との面談（事務局対応） 

11月18日 藤井眞理子 駐ラトビア共和国特命全権大使の三村会頭表敬 

11月20日 カート・トン米国商務省主席次官補との朝食懇談会（井上特別顧問他４名） 

11月25日 引原毅駐ラオス日本国大使の三村会頭表敬 

12月３日 モハメド・アル・ザルーニ ドバイ・エアポート・フリーゾーン庁長官の表敬（事務局対応）

12月８日 アブラウン・ピオ・ドス・サントス・ゴルジェル アンゴラ経済大臣の石田専務理事表敬 

12月10日 ドイツ商工会議所 Japan Desk インターンの受け入れ（事務局対応） 

12月14日 天野哲郎ヒューストン総領事の三村会頭表敬 

１月28日 IMF ジャパンチームミッション団との面談（事務局対応） 

２月２日 オト・プンガルトニク 駐日スロベニア大使館公使の表敬（事務局対応） 

２月５日 ルティツカ ウクライナ農業省次官の表敬（事務局対応） 

２月22日 タイ・カシコン銀行会長一行の三村会頭表敬 

２月23日 ドラジェン・フラスティッチ 駐日クロアチア大使の石田専務理事表敬 

２月24日 ギュンテル・スレーワーゲン 駐日ベルギー王国大使の石田専務理事表敬 

２月24日 ヘルダー・ロペス 東チモール財務副大臣の赤木国際部長表敬 

２月25日 門司健次郎駐カナダ特命全権大使の三村会頭表敬 

２月25日 草賀純男 駐オーストラリア大使の三村会頭表敬 

２月29日 アレシュ・カンタルティ スロベニア共和国経済発展技術副大臣の石田専務理事表敬 

２月29日 猪俣弘司 駐オランダ特命全権大使の三村会頭、朝田特別顧問表敬 
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３月９日 ジョヴァンニ ダ・ポッツォ ウーディネ商工会議所会頭の表敬（事務局対応） 

３月９日 ビヤーチェスラブ・ブリル ベラルーシ商工会議所副会頭の表敬（事務局対応） 

 

 

３．貿易振興事業 

海外との商取引の拡大に資するため、日本の関係企業・業界の紹介等を行うとともに、海外の企業の

情報を提供した。また、経済連携協定の締結が進展する中、経済連携協定に基づく特定原産地証明書の

発給体制を構築し発給を行った。 

 

(1）海外取引照会 

① 海外からの取引商談を促進するため、海外の企業向けにインターネットの当所ホームページ（英

文）の中に日本の関係企業の情報を掲載した。 

② 手紙・ファクス・電子メール・電話を通じて、あるいは直接来所して取引の斡旋を依頼する海外

の企業に対し、日本の関係企業・業界等の紹介を行った。 

③ 海外より受信した手紙・ファクス・電子メールの地域別内訳は次のとおり。 

 

・地域別内訳 

 

計 963 通 
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また、輸出入取引に係る商品別・地域別の内訳はそれぞれ次のとおり。 

・海外商取引照会の商品別・地域別内訳（517 件） 

 

－日本からの輸入希望－ 

 

 

－日本への輸出希望－ 

 

 

－その他の照会－ 

 
 

 

アジア 欧州 中近東 アフリカ 中南米 北米 大洋州 不明 合計
電気・電子機器・通信機器 2 1 1 3 1 8
輸送用機器・部品 4 4 1 1 1 11
光学・精密器・医療機器 1 1 1 1 4
一般機械 2 1 1 4
鉄鋼・金属製品 1 1
化学製品・医薬品 2 2 1 5
繊維製品 1 4 1 6
皮革・ゴム製品 1 1 2
木材・紙・パルプ 1 1
プラスチック・合成樹脂 1 1 2
セメント・土石・ガラス・窯業製品 1 1 1 3
食料品・香辛料 2 2 1 3 1 9
運動用具 1 1 2
その他 3 1 4
合計 19 11 6 18 1 2 1 4 62

アジア 欧州 中近東 アフリカ 中南米 北米 大洋州 不明 合計
電気・電子機器・通信機器 1 2 3
輸送用機器・部品 2 2
光学・精密器・医療機器 4 1 5
一般機械 1 6 1 8
鉄鋼・金属製品 4 6 1 1 12
化学製品・医薬品 5 4 1 10
繊維製品 21 3 24
皮革・ゴム製品 4 4
木材・紙・パルプ 3 4 7
プラスチック・合成樹脂 2 2
セメント・土石・ガラス・窯業製品 1 1 1 1 4
食料品・香辛料 16 9 1 3 1 2 2 34
宝飾品・雑貨 10 1 1 12
その他 6 4 1 1 12
合計 80 40 3 5 2 1 3 5 139

アジア 欧州 中近東 アフリカ 中南米 北米 大洋州 不明 合計 番号
合弁 5 5
投資 11 1 2 1 15
投資 1 1
会社照会 3 4 7
技術協力 2 1 1 4
フェア 16 3 15 5 1 2 42
ｸﾚｰﾑ 1 2 3
入札 7 7
会社PR 16 10 2 5 2 1 36
就職 1 1
統計 1 1
トレーニング、セミナー等、その他 6 160 27 1 194
合計 67 175 47 13 5 3 0 6 316
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(2）貿易証明業務 

① 経済連携協定に基づく特定原産地証明書発給 

札幌、仙台、黒部、金沢、千葉、東京、横浜、浜松、静岡、富士、名古屋、蒲郡、豊川、四日市、

福井、京都、大阪、神戸、岡山、広島、福山、高松、福岡、北九州の各地商工会議所内（24ヵ所）

に設置した日商の特定原産地証明書発給事務所において特定原産地証明書の発給を行った。 

各経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給手続きに関する説明会を、各地商工会議所と協

力して開催した。 

なお、説明会の開催状況、ならびに証明の発給件数は以下のとおり。 

 

○特定原産地証明書発給手続き説明会 

No. 期 日 開催地 No. 期 日 開催地 

１ 平成27年５月12日 名古屋 12 平成27年10月27日～10月28日 広島 

２ 平成27年５月21日 札幌 13 平成27年11月５日 浜松 

３ 平成27年５月27日 新潟 14 平成27年11月６日 福岡 

４ 平成27年６月１日 京都 15 平成27年11月30日 横浜 

５ 平成27年６月18日 徳山 16 平成27年12月10日 東京 

６ 平成27年６月22日 横浜 17 平成27年12月16日 札幌 

７ 平成27年９月３日 福岡 18 平成27年12月21日 高松 

８ 平成27年９月14日 金沢 19 平成28年１月13日 福岡 

９ 平成27年９月28日 岡山 20 平成28年２月２日 名古屋 

10 平成27年10月19日 福山 21 平成28年３月１日 さいたま 

11 平成27年10月27日 神戸    
 

 

○特定原産地証明書発給件数 

 
平成 
21年度

平成 
22年度

平成 
23年度

平成 
24年度

平成 
25年度 

平成 
26年度 

平成 
27年度 

日メキシコ（平成17年４月発効） 5,368 6,035 5,241 5,058 6,378  8,006 8,554

日マレーシア（平成18年７月発効） 6,334 8,349 9,228 11,289 13,552  14,593 15,663

日チリ（平成19年９月発効） 3,613 4,788 4,356 4,695 4,310  3,948 4,102

日タイ（平成19年11月発効） 28,255 44,132 47,161 58,961 66,469  70,877 80,367

日インドネシア（平成20年７月発効） 16,013 23,672 30,096 33,914 41,464  45,626 45,894

日ブルネイ（平成20年７月発効） 3 13 30 21 36  32 39

日アセアン（平成20年12月発効） 2,832 4,490 4,653 5,288 7,575  9,344 12,644

日フィリピン（平成20年12月発効） 2,477 4,255 4,457 5,575 6,216  6,475 7,344

日スイス（平成21年９月１日発効） 1,277 3,065 3,507 3,557 3,081  3,796 4,118

日ベトナム（平成21年10月１日発効） 500 2,294 2,749 4,572 7,026  9,819 13,163

日インド（平成23年８月１日発効） 7,696 19,822 26,147  32,366 37,831

日ペルー（平成24年３月１日発効） 5 468 1,115  857 832

日オーストラリア（平成27年１月15日
発行） 

 569 3,866

計 66,672 101,093 119,174 153,220 183,369  206,308 234,417
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② 審議・検討体制 

経済連携協定に基づく特定原産地証明書ならびに非特恵原産地証明書等貿易証明の発給等に係

る事項については、国際経済委員会のもとに設置された「貿易関係証明専門委員会」、同専門委員

会のもとに設置された「特定原産地証明に関する研究会」、「非特恵原産地証明に関する研究会」で

審議・検討した。 

 

４．在外日本（人）商工会議所等との連携 

海外で事業活動を行っている日本企業は、国や地域別に日本（人）商工会議所等を組織し、日系企業

相互の連携を図るとともに、現地政府・経済界との交流を推進し、当該国との相互理解に努めている。 

当所は、これらの在外日本（人）商工会議所等の事業活動を積極的に支援している。82 カ所の在外日

本（人）商工会議所等と資料の送付等を通じ常時情報交換を行うとともに、その内 18 カ所の商工会議

所等については、当所の特別会員として相互の連携を深めている。 

なお、ジャカルタ・ジャパン・クラブ、フィリピン日本人商工会議所、マレーシア日本人商工会議所、

ベトナム日本商工会、中国日本商会、上海日本商工クラブ、シドニー日本商工会議所には、現地からの

要請により当所職員を事務局長として出向させている。また、ソウル・ジャパン・クラブでは、当所ソ

ウル事務所長が常務理事として支援している。 

さらに、当所では、各地商工会議所が経済ミッションを派遣する際の側面支援として、在外日本（人）

商工会議所等および現地商工会議所等に対し、次表のとおり便宜供与の依頼を行った。 

 

平成27年度便宜供与リスト 

依頼元 期日 依頼先 内容 

佐賀県庁 
平成28年 
１月25～30日 

ホーチミン日本商工会 事務局長ブリーフィング 

（一社）日本貿易会 １月10～21日 

ジャカルタ・ジャパン・クラブ
盤谷日本人商工会議所 
ミャンマー日本商工会議所 
ホーチミン日本商工会  
ベトナム日本商工会 

事務局長ブリーフィング 
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【地域・企業における少子化への対応や若者・女性の活躍を支援】 

１．大学等との連携による人材育成支援事業の推進 

企業、大学等と連携し、就職力、実務能力の向上を目的に、日商簿記、日商 PC、日商ビジネス英語の

各検定の受験対策講座を開講し、303 名（簿記 203 名、PC89 名、ビジネス英語 11 名）が受講した。詳

細は次のとおり。 

 

企業・学校等 検定名・級 受講期間 受講者数（人） 合格者数（人） 対象者 

株式会社リク
ルートスタッ
フィング 

簿記検定３級 平成27年 
４月15日～ 
５月30日（全６
回） 

53 19 

派遣スタッフ 

平成27年 
９月24日～ 
10月24日（全６
回） 

75 12 

平成28年 
１月６日～ 
平成28年２月13
日（全６回） 

75 15 

拓植大学 PC 検定 
（文書作成） 
３級 

平成27年 
８月３日～６日

13 

７ 
同大学の学生 

PC 検定 
（データ活用） 
３級 

５ 

東京経営短期
大学 

PC 検定 
（文書作成） 
３級 

平成27年 
８月10日～12日

10 

10 
同大学の学生 

PC 検定 
（プレゼン資料
作成）３級 

10 

川越しごと支
援センター（川
越市雇用支援
課） 

PC 検定 
（データ活用） 
３級 

平成27年 
９月３日～４日 23 11 

求職者 

PC 検定 
（文書作成） 
３級 

平成28年 
２月25日～26日 20 14 

神奈川大学 ビジネス英語 
２級 

平成28年２月６
日～３月５日 

11 

２級：１ 
社会人 

３級：３ 

大正大学 PC 検定 
（文書作成） 
３級 

平成28年 
２月15日～18日

23 

７ 
同大学の学生 

PC 検定 
（データ活用） 
３級 

６ 

PC 検定 
（プレゼン資料
作成）３級 

７ 
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【ネットワークを 大限に活用した「現場主義」「双方向主義」による商工会議所活動の推進】 

１．１級販売士資格更新講習会 

リテールマーケティング（販売士）検定試験は、５年ごとの資格の更新制度を採用しており、資格を

更新するためには、「資格更新講習会」または「資格更新通信教育講座」を受講する必要がある。このう

ち、１級の「資格更新講習会」は当所主催で開催している（２級・３級は各地商工会議所で開催）。 

 

平成 27 年度の開催地、受講者数等は下表のとおり。 

開催地 開 催 日 会   場 受講者数 

東京 A 平成27年12月１日（火） 日 精 ホ ー ル 168名 

大阪 A 平成27年12月16日（水） 大阪商工会議所 115名 

福岡 平成28年１月８日（金） 福岡商工会議所  68名 

大阪 B 平成28年１月21日（木） 大阪商工会議所  54名 

東京 B 平成28年１月23日（土） 日 精 ホ ー ル 140名 

 合  計 545名 

※平成 27 年度の１級資格更新対象者数（有効期間が平成 28 年３月 31 日で満了）は 851 名。 

なお、１級の「資格更新通信教育講座」は、（一社）公開経営指導協会で行っており、129 名が受講

した。 

 

２．DC プランナー資格更新研修会 

DC プランナー認定試験（１級、２級）は、２年ごとの資格の更新制度を採用しており、資格を更新す

るためには、「資格更新研修会（１級のみ）」または「資格更新通信教育講座」を受講する必要がある。

このうち、１級の「資格更新研修会」は当所主催で開催している。また、１級と２級の「資格更新通信

教育講座」は、㈱きんざいで行っている。 

 

平成 27 年度の受講者数等は下表のとおり。 

 更新方法 開催日 受講者数 

１級 

資格更新研修会 

10 月 31 日 96 名

11 月３日 96 名

（小計） （192 名）

資格更新通信教育講座 11 月 734 名

１級受講者合計 926 名

２級 
資格更新通信教育講座 

11 月（第１次募集） 554 名

平成 28 年１月（第２次募集） 470 名

平成 28 年４月（第３次募集） 126 名

２級受講者合計 1,150 名

合計 2,076 名

※平成 27 年度の資格更新対象者数（有効期間が平成 28 年３月 31 日で満了）は１級 1,049 名、 

２級 1,514 名。 
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３．ジョブ・カード制度推進事業 

当所では、平成 20 年度から、厚生労働省のジョブ・カード制度推進事業を受託している。本事業の

推進を図るために、平成 27 年度も、当所に中央ジョブ・カードセンターを、全国 112 カ所の商工会議

所（連合会）に地域ジョブ・カードセンター（47 カ所）と地域ジョブ・カードサポートセンター（65 カ

所）を設置し、ジョブ・カード制度に賛同する企業（ジョブ・カード普及サポーター企業）を開拓・登

録するとともに、職業訓練の実施を希望する企業に対しては、実施するための訓練計画の作成支援を中

心とした事業を実施。10 月からは、ジョブ・カードの見直しによって創設されたジョブ・カードを活用

した在職労働者の実務経験の評価（職業能力評価制度）とキャリア・コンサルティングを実施（キャリ

ア・コンサルティング制度）する企業に対する支援業務に積極的に取り組んだ。 

全国各地の地域ジョブ・カード（サポート）センターでは、654 回の企業に対する説明会（参加者

数:15,983 人）と 2,987 回の訓練指導・職業能力評価の担当者を対象とした講習会（参加者数：3,816

人）などを実施して企業を支援したほか、会報とホームページ、地元新聞、リーフレット、チラシ、ポ

スターなどの各種の広報媒体を活用した PR 活動を展開した。 

このような活動の結果、地域ジョブ・カード（サポート）センターの支援によって作成した職業訓練

を実施するための計画が都道府県労働局長（または、厚生労働大臣）に確認（または認定）された企業

（確認済・認定企業）は、北海道から沖縄県までの全ての都道府県にわたり、ジョブ・カード普及サポー

ター企業数は 25,172 社、職業訓練を実施するための訓練計画の確認済・認定企業数は 13,309 社（いず

れも、96％が中小企業）となった。当所の事業計画に盛り込んだジョブ・カード普及サポーター企業数

の年間目標（18,000 社以上）と職業訓練を実施するための計画の確認済・認定企業数の年間目標（10,000

社以上）を大きく上回っている。 

また、職業訓練を実施するための計画の確認済・認定企業（13,309 社）のうち、4,427 社が職業訓練

を終了し、訓練修了者は 6,236 人となった。この訓練修了者のうち、4,485 人が正規雇用に結びついて

おり、正規雇用率は 72％にのぼっている。このように、商工会議所（連合会）による本事業への取り組

みは、中小企業に対する雇用支援だけではなく、若年層の非正規労働者（訓練生の 71％が 35 歳未満）

の正規雇用の促進に貢献している。加えて、職業能力評価制度とキャリア・コンサルティング制度の実

施計画が都道府県労働局長に認定された企業数は、それぞれ 302 社、278 社となっている。 
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＜地域ジョブ・カード（サポート）センターの設置商工会議所（連合会）一覧＞ 

都道府県 
地域ジョブ・ 

カードセンター 

地域ジョブ・カード

サポートセンター 
都道府県

地域ジョブ・ 

カードセンター 

地域ジョブ・カード

サポートセンター 

北海道 札幌 釧路 滋賀県 滋賀県連 長浜 

青森県 八戸 青森 京都府 京都 福知山 

岩手県 盛岡 宮古、北上 大阪府 大阪 茨木、豊中、北大阪

宮城県 仙台 気仙沼 兵庫県 神戸 （設置せず） 

秋田県 秋田 大館、横手 奈良県 奈良 （設置せず） 

山形県 山形 米沢 和歌山県 和歌山 （設置せず） 

福島県 福島 白河 鳥取県 鳥取 米子 

新潟県 新潟県連 上越 島根県 松江 浜田、出雲 

富山県 富山 （設置せず） 岡山県 岡山 倉敷、津山 

石川県 金沢 （設置せず） 広島県 広島 （設置せず） 

長野県 松本 
上田、長野、飯田、

伊那 
山口県 山口県連 宇部、山口、徳山 

茨城県 水戸 結城 徳島県 徳島 小松島 

栃木県 宇都宮 足利、日光 香川県 高松 （設置せず） 

群馬県 前橋 
館林、伊勢崎、太田、

藤岡 
愛媛県 松山 新居浜 

埼玉県 埼玉県連 川越、熊谷、春日部 高知県 高知 須崎、土佐清水 

千葉県 千葉 柏 福岡県 福岡 
久留米、北九州、 

飯塚 

東京都 東京 
八王子、立川、 

むさし府中、町田 
佐賀県 佐賀 鹿島 

神奈川県 横須賀 横浜、藤沢、相模原 長崎県 長崎 （設置せず） 

山梨県 甲府 （設置せず） 熊本県 熊本 （設置せず） 

静岡県 静岡 浜松、沼津、富士 大分県 大分県連 （設置せず） 

岐阜県 美濃加茂 （設置せず） 宮崎県 宮崎 （設置せず） 

愛知県 名古屋 岡崎、豊川、春日井 鹿児島県 鹿児島 鹿屋 

三重県 四日市 津 沖縄県 那覇 沖縄、宮古島 

福井県 敦賀 武生、勝山、小浜 合計 47カ所 65カ所 
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＜ジョブ・カード普及サポーター企業数、訓練実施計画の確認済・認定企業数、訓練修了者数、就労状況＞ 

ジョブ・ 

カード普及 

サポーター 

企業数 

（社） 

確認済・ 

認定企業数 

（社） 

訓練終了 

企業数 

（社） 

訓練修了者数（人） 

 

正社員数（人）
非正規 

雇用者数 

（人） 

訓練実施企

業で採用検

討中 

（人） 

求職中

（人）訓練実

施企業

他の 

企業 

25,172 13,309 4,427 6,236
4,482 ３ 

1,599 ０ 152 
合計 4,485 

 

[参考]ジョブ・カード普及サポーター企業数、訓練実施計画の確認済・認定企業数、 

訓練修了者数、就労状況（平成 20 年度からの累計） 

ジョブ・ 

カード普及

サポーター

企業数 

（社） 

確認済・ 

認定企業数 

（社） 

訓練終了 

企業数 

（社） 

訓練修了者数（人） 

 

正社員数（人）
非正規 

雇用者数 

（人） 

訓練実施 

企業で採用

検討中 

（人） 

求職中

（人）訓練実

施企業

他の 

企業 

123,545 67,143 35,824 56,978
45,523 109 

8,862 ０ 2,484
合計 45,632 

 

４．保険事業 

各地商工会議所で実施している共済事業は、会員サービス事業の大きな柱であることから、商工会議

所運営に欠かせない重要な事業である。また、保険事業も共済事業と同様に会員サービス事業の大きな

柱であるが、とりわけ新規会員の獲得に有効な事業である。こうしたことから、両制度への加入推進を

514 商工会議所で展開するため、機関誌「石垣」、機関紙「会議所ニュース」のほか、全国紙への広告掲

載などを積極的に実施した。 

平成 27 年度は７月から新たに、海外取引先の倒産による売掛債権の回収が不可能となった際にその

一定割合を保険金で補償する「輸出取引信用保険制度」を開始した。また平成 28 年７月からの制度ス

タートに向け、事業者の業務遂行時の様々なリスクにトータルで対応する「全国商工会議所ビジネス総

合保険制度（総合補償型）」の募集準備、制度周知を行った（一部保険会社においては、平成 28 年３月

に、賠償責任の補償に限定した「賠償補償型」を制度開始）。 

その他に、海外での知財係争リスクの高まりを受け、進出先で現地企業から訴えられた場合等の備え

として、海外知財訴訟費用補償保険制度が平成 28 年７月からスタートすることとなった。この保険は、

特許庁の補助を受け、中小企業を対象に保険掛金の半分が補助されるもので、中小企業海外 PL 保険制

度や輸出取引信用保険制度と合わせ中小企業の海外展開を総合的にサポートするプランとなっている。 

 

＜各地商工会議所会員向け保険制度＞ 

(1）日商・情報漏えい賠償責任保険制度 

本保険制度は、商工会議所の会員事業者を対象にしたもので、個人情報の管理または管理の委託に
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伴って発生した個人情報漏えいにより、会員事業者が損害賠償請求され法律上の損害賠償金や争訟費

用等の損害を被った場合に保険金が支払われる。また、個人情報だけでなく法人情報の漏えいにより、

損害賠償が生じた場合でも保険金が支払われる。 

また、お詫び状作成費用、広告宣伝活動費用、コンサルティング費用、法律相談費用、見舞金・見

舞品費用等の個人情報漏えい事故対応のために要した費用に対しても保険金が支払われる。 

 

平成 26 年度および平成 27 年度の本保険制度の加入件数および保険料は、次のとおり。 

加入件数 保険料 

平成26年度 平成27年度 平成26年度 平成27年度 

1,758件 1,783件 250,708,750円 255,759,730円 

 

(2）PL 保険制度 

「中小企業 PL保険制度」「全国商工会議所 PL 団体保険制度」「中小企業海外 PL 保険制度」の３制度

の一層の加入・普及の促進を図るため、ホームページや「会議所ニュース」「石垣」等への広告およ

び記事掲載を通じて情報提供を行った。 

平成 27 年度（７月～平成 28 年３月）の加入状況をみると「中小企業 PL 保険制度」の加入件数は

前年度を下回ったものの、「全国商工会議所 PL 団体保険制度」は微増となった。このうち「中小企業

PL 保険制度」については、リコールの恐れがある場合にも保険金の支払いができる「充実補償リコー

ル特約」の件数・保険料が伸びたことから、保険料は平成 26 年度を上回る結果となった。 

また、輸出関連中小企業等の海外での PL 事故を補償する「中小企業海外 PL 保険制度」は、近年の

企業の海外進出の進展（輸出増）等を背景に、加入件数・保険料とも前年度を大きく上回る結果となっ

た。 

 

平成 26 年度および平成 27 年度の本保険制度の加入件数および保険料は、次のとおり。 

保険制度名 
加入件数 保険料 

平成26年度 平成27年度 平成26年度 平成27年度 

中小企業 PL 保険制度 34,473件 34,238件 2,488,378,600円 2,607,847,238円

全国商工会議所 

PL 団体保険制度 

（中堅・大企業向） 

59件 62件 33,179,500円 39,403,760円

全国商工会議所中小企

業海外 PL 保険制度 
204件 439件 76,756,330円 155,783,670円

 

(3）業務災害補償プラン 

平成 22 年 10 月に商工会議所の会員事業所向けサービス事業の一つとして創設した本プランは、就

業中（通勤途上含む）に「ケガ」をした場合に必要となる費用（死亡・後遺障害、入通院、遺族への

補償、葬祭費用等）や「ケガ」「過労自殺・過労死」が原因で労災認定され、企業等が法律上の賠償責

任を負う場合に発生する賠償金（慰謝料等）や争訟費用（弁護士費用等）も保険金の対象となること
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から、従業員の福利厚生の充実および企業経営の安定等に役立つ制度として浸透しつつある。また、

商工会議所ならではのスケールメリットを活かして低廉な保険料で加入できることから、各地商工会

議所における新規会員獲得のツールとして貢献していることを受け、全国 481 商工会議所（93.6％）

で加入がみられ、加入件数は、前年度から約 8,000 件増加し、５万 6,000 件を突破した。 

本プランの取り扱い損保会社は、東京海上日動、損保ジャパン日本興亜、三井住友海上、あいおい

ニッセイ同和、富士火災の５社である。 

 

平成 26 年度および平成 27 年度の本プランの加入件数および保険料は、次のとおり。 

加入件数 保険料 

平成26年度 平成27年度 平成26年度 平成27年度 

49,047件 56,955件 13,219,564,050円 16,662,116,935円 

 
 

(4）休業補償プラン 

平成９年 12 月に商工会議所の会員事業所向けサービス事業の一つとして創設した本プランは、従

業員や経営者がケガや病気で就業不能となった場合の所得を補償する保険であり、商工会議所ならで

はのスケールメリットを活かした割安な所得補償保険という特長を有し、中小企業における従業員の

福利厚生支援策として、広く全国の会員事業所に定着している。 

加入件数と保険料は、近年減少傾向が続いている。「業務災害補償プラン」と合わせて加入の案内

を行う保険会社が増えているおり、次第に浸透し始めていることから、ともに下げ止まりの兆しがみ

られる。本プランの取扱い損保会社は、東京海上日動、損保ジャパン日本興亜、三井住友海上、あい

おいニッセイ同和の４社である。（富士火災は９月 30 日をもって取扱い終了となった） 

 

平成 26 年度および平成 27 年度の本プランの加入件数および保険料は、次のとおり。 

加入件数 保険料 

平成26年度 平成27年度 平成26度 平成27年度 

20,097件 19,802件 753,013,017円 770,458,375円 

 

(5）各地商工会議所への制度普及費について 

上記（1）～（4）の各保険制度は「団体保険」であることから、その保険料の集金は、保険会社と

の契約団体である当所が保険会社に代わって実施しており（集金代行）、取扱保険会社との契約によ

り保険料の５％（休業補償プランは３％）を「集金事務費」収入としている。 

当所では、この「集金事務費」の一定割合を各地商工会議所における制度普及（PR 等）にご活用い

ただくため「制度普及費」として、毎年度加入実績に応じて取扱い商工会議所に支払っている。 

特に、「業務災害補償プラン」においては、前年度比で加入件数・保険料とも大幅に増加している

（上記 (3)ご参照）ことから、支払額は前年度比で１億７千８百万円増加した。 
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平成 26 年度と平成 27 年度の支払会議所数と支払額（総額）は、次のとおり。 

年度 
制度名等 

支払会議所数 支払額 支払差額 

平成 
26 年度 

平成 
27 年度 

平成 
26 年度 

① 

平成 
27 年度 

② 
②－① 

情報漏えい賠
償責任 
保険制度 

312 317 10,546,364 円 11,062,383 円 516,019 円

PL 保険制度 
（中小 PL、中
堅・大 PL、
海外 PL の３
制度合計） 

514 514 111,654,369 円 118,698,775 円 7,044,406 円

輸出取引信用
保険制度 

0 2 0 52,124 円 52,124 円

業務災害 
補償プラン 

464 480 516,508,279 円 695,221,529 円 178,713,250 円

休業補償 
プラン 

418 418 25,508,494 円 26,174,562 円 666,068 円

合計金額 664,217,506 円 851,209,373 円 186,991,867 円

 
 
 

＜各地商工会議所向け保険制度＞ 

(1）商工会議所向け情報漏えい賠償共済制度 

本共済制度は、各地商工会議所等において、万一、個人情報漏えい事故が発生した場合には、損害

賠償金・訴訟費用・弁護士への着手金・成功報酬、事故解決のため要した費用などについて保険金が

支払われる。加入件数は、前年度比で 12 件増加した。 

 

平成 26 年度および平成 27 年度の本共済制度の加入件数および保険料は、次のとおり。 

加入件数 保険料 

平成26年度 平成27年度 平成26年度 平成27年度 

345件 357件 16,441,890円 17,077,900円 

 

(2）商工会議所向け業務災害補償プラン 

「会員事業者へのサービスの充実」を目的として、平成 22 年度に「会員向け業務災害補償プラン」

を創設したが、加入件数は、平成 27 年度実績で 56,000 件を超えるなど導入商工会議所のご協力のも

と順調に推移している。こうした状況もあり、各地商工会議所から“商工会議所”向けの「業務災害

補償プラン」の創設を求める声が寄せられており、「商工会議所会員向け業務災害補償プラン」の提

案会社である東京海上日動火災保険株式会社を引き受け保険会社とする「商工会議所向け業務災害補

償プラン」を、平成 24 年 10 月１日に創設し、本年度は４年度目となる。加入件数は前年度比で６件

増加した。 
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平成 26 年度および平成 27 年度の本プランの加入件数および保険料は、次のとおり。 

加入件数 保険料 

平成26年度 平成27年度 平成26年度 平成27年度 

15件 21件 3,767,110円 5,393,310円

 

(3）商工会議所イベント保険団体制度 

商工会議所は、各地域の中核を担う立場から、地域活性化などを目的として様々なイベント等の事

業を開催しているが、近年、自然災害（地震、竜巻、落雷、ゲリラ豪雨等）や人為的脅威（大量の観

客による事故、危険な観客、経験や技能不足による怪我等）から生じるリスクが急激に高まっている。 

また、事故が発生した場合（予期せぬ事故含む）、事業実施側に安全配慮義務違反等があり、参加

者が怪我を被るようなことがあれば、被害者から民事上の損害賠償責任のほか、刑事責任が問われる

可能性があることから、商工会議所が安全かつ安定的に事業を実施するには「リスクマネジメント」

と「リスクファイナンス」の備えが必要となる。 

上記のようなことから、当所では、各地商工会議所からの要請に基づき、商工会議所が地域の中核

として、安心かつ安定的にイベント等の事業を実施・運営できるよう、商工会議所の事業の実態に即

した使い勝手の良いそして包括的な商工会議所独自の保険制度「商工会議所イベント保険団体制度」

を平成 26 年４月に創設した。今年度は２年度目となる。加入件数は前年度比で５件増加した。 

 

平成 26 年度および平成 27 年度の加入件数および保険料は、次のとおり。 

加入件数 保険料 

平成26年度 平成27年度 平成26年度 平成27年度 

297件 302件 35,835,450円 44,775,480円 

 

  



－160－ 

 

５．広報事業 

(1）広報紙（誌）等 

①「会議所ニュース」（新聞型） 

創 刊 昭和 28 年４月（平成 28 年３月現在通算 2,533 号） 

サ イ ズ ブランケット判（一般紙と同じ） 

ペ ー ジ 平均６ページ 

発行頻度 旬刊（１・11・21 日発行）、平成 27 年度発行回数 32 回（うちカラー版 32 回） 

主な読者・配布先 全国の商工会議所役員・議員・会員、関係団体、中央官庁、地方自治体など 

②「石垣」（雑誌型） 

創 刊 昭和 55 年６月（平成 28 年３月通算 430 号） 

サ イ ズ 変型 A４判 

ぺ ー ジ 平均 64 ページ 

発行頻度 月刊（毎月 10 日発行） 

主な読者・配布先 全国の商工会議所役員・議員・会員、中央官庁など 

③「所報サービス」（各地商工会議所が発行する会報の紙（誌）面づくりに協力するため、記事情報

を提供） 

提供記事本数：毎月７本 

利用商工会議所数：349 商工会議所（平成 28 年３月現在） 

④「日商ニュース･ファイル」（日商の 近の動きを、希望する各地商工会議所正副会頭・常議員・監

事へメールで紹介） 

送信回数：60 回 利用人数：1,127 人（平成 28 年３月現在） 

⑤「商工会議所 CM」 

◆商工会議所の認知度を高めるため、日商が平成 24 年 10 月に作成した全国共通で利用できる CM

コンテンツ。各地商工会議所、都道府県商工会議所連合会あてに提供。 

◆「魅力を伝える・つなげる篇」（15 秒）、「ビジネスはもっと繋がる篇」（15 秒）の２パターン 

◆作成時より 54 商工会議所、１県商工会議所連合会が活用（平成 28 年３月現在） 

＜活用例＞TVCM、デジタルサイネージ、会員拡大セミナー等の各種イベント時など 

 

(2）記者会見 

①定例会頭記者会見 

４月２日（20 名） 景気認識/賃上げ/解雇の金銭解決/AIIB（アジアインフラ投資銀行）/設備

投資 

４月 16 日（16 名） エネルギー問題/賃上げ・取引価格の適正化/TPP/民間企業の設備投資/株価

の中小企業への影響 

５月 14 日（９名） 安保関連法制/財政健全化計画/中小企業数の減少/シャープ株式会社の減

資について/日韓関係/温室効果ガス削減国際枠組み交渉 

５月 27 日（18 名） 経済団体訪中団/株価・為替水準/賃上げ/景気動向/消費税の複数税率導入

について/新銀行東京と東京 TY フィナンシャルグループの経営統合/政府

の長期エネルギー需給見通し（エネルギーミックス）/川内原発の再稼働/

新国立競技場建設問題 
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６月５日（18 名） 日本創成会議提言（地方移住）/ドイツＧ７サミットでの温室効果ガス削減

目標の公表/企業の設備投資/為替動向/日本年金機構個人情報漏えい問題/ 

 マイナンバー制度/原油価格の下落/骨太方針2015/安保関連法制/労働者派

遣法改正案 

６月 18 日（15 名） アベノミクスの地域経済への波及/群馬県経済に関する認識/東京商工会議

所個人情報漏えい問題/改正電気事業法成立/労働者派遣法改正/企業経営/

ギリシャ問題/骨太の方針 

７月２日（19 名） ギリシャ情勢/春季労使交渉/民法改正/新卒採用/財政健全化/為替水準/自

民党代議士の発言/配偶者控除の見直し 

７月 15 日（15 名） 夏季政策懇談会/地方創生/中国経済/イランの核協議合意/新国立競技場/

安保関連法案の衆院特別委員会での採決/所得税改革/人口減少問題への対

応/就職・採用活動開始時期 

８月 31 日（19 名） 国内外の経済情勢/就職・採用活動/人手不足問題/東芝の不適切会計問題/

戦後賠償/マイナンバー制度 

９月 16 日（17 名） 消費税軽減税率/安全保障関連法案/就職活動・採用活動開始時期の後ろ倒

し/景気動向/経済対策/中国経済/豪雨災害 

10 月１日（18 名） 日銀短観/安倍首相の経済政策/追加金融緩和・財政出動/就職活動・採用活

動開始時期の後ろ倒し/防衛装備庁/企業献金/TPP 閣僚会合 

10 月 15 日（23 名） 就職活動・採用活動開始時期の後ろ倒し/消費税軽減税率/官民対話 

11 月 10 日（18 名） 就職活動・採用活動開始時期の後ろ倒し/官民対話（賃上げ・設備投資）/TPP 

11 月 19 日（17 名） 消費税軽減税率/フランスにおけるテロの日本経済への影響/就職活動・採

用活動開始時期の後ろ倒し/環太平洋パートナーシップ（TPP）協定/GDP 成

長率/法人税減税/中村専務理事退任挨拶 

12 月３日（18 名） 法人税減税・外形標準課税/消費税軽減税率/賃上げ/設備投資 

12 月 17 日（16 名） 要望「混乱なく消費税の軽減税率を導入するため、政府・与党が取り組む

べき対策について」/米国の利上げ/今年１年を振り返って/消費税軽減税率

/ASEAN共同体/夫婦別姓/東京の再開発/政治と経済の関係/産経新聞前ソウ

ル支局長の裁判 

１月 14 日（16 名） 株価下落/賃上げ/厚生年金の未加入事業所/中国の対日貿易/原子力発電所

の再稼働/原油価格の下落/機械受注統計結果・設備投資の動向/消費税率の

引き上げ/中国経済 

１月 22 日（15 名） 株価下落/日銀の金融緩和/中国経済/春季労使交渉/イランに対する経済制

裁解除/甘利経済再生担当大臣の政治資金疑惑/スキーバス事故 

２月９日（15 名） 株価・為替の動向、マイナス金利/春闘/経団連副会長人事/報道に対する総

務大臣発言/同一労働同一賃金 

２月 18 日（16 名） 春闘/株式市場/財政出動/マイナス金利/採用活動/復興支援/原発再稼働/

消費増税 

３月４日（16 名） 経済情勢・景気の先行き/東日本大震災からまもなく５年の所感/辺野古を

巡る訴訟の和解/中国経済/同一労働同一賃金/消費増税/参院選 

３月 16 日（18 名） 春闘/国際金融経済分析会合/消費増税/財政出動/新卒採用選考活動 



－162－ 

 

②その他記者会見 

１月５日（53 名） 経済三団体長共同記者会見 

２月２日 タイにおける記者会見（訪タイ・マレーシア経済ミッション） 

 日本・タイ経済フォーラム 等 

２月４日 マレーシアにおける記者会見（訪タイ・マレーシア経済ミッション） 

 日本・マレーシア経済フォーラム／ナジブ首相との会談 等 

 

(3）会頭コメントの発表 

６月 25 日 米議会上院における TPA 法案の可決について 

６月 30 日 骨太の方針ならびに日本再興戦略改訂の閣議決定について 

８月１日 TPP ハワイ閣僚会合の結果について 

８月 11 日 九州電力・川内原子力発電所１号機の再稼働について 

８月 14 日 戦後 70 年内閣総理大臣談話について 

９月７日 小林陽太郎氏のご逝去にあたって 

９月８日 自由民主党総裁選について 

９月９日 参議院における労働者派遣法改正案の可決について 

９月 19 日 安全保障関連法の成立について 

10 月５日 TPP 交渉の大筋合意について 

10 月７日 第３次安倍改造内閣の発足について 

10 月７日 相次ぐ日本人のノーベル賞受賞決定について 

12 月 13 日 COP21「パリ協定」採択について 

12 月 16 日 平成 28 年度与党税制改正大綱について 

12 月 24 日 平成 28 年度政府予算案の閣議決定について 

３月 11 日 東日本大震災から５年を迎えて 

 

(4）会頭インタビュー・テレビ出演・講演等（取材・収録日を記載） 

４月８日 雑誌「THEMIS（月刊テーミス）」（「挑戦者登場 『50 年後の日本』」） 

４月９日 朝日新聞（第二次安倍政権の評価） 

５月 26 日 雑誌「経済界」（「デフレマインドを転換する時がきた」） 

９月８日 日本経済新聞（「アベノミクス第２ステージ」） 

10 月 16 日 NHK スペシャル（「TPP は日本に何をもたらすか」） 

11 月 13 日 日刊工業新聞創刊 100 周年記念シンポジウム講演 

11 月 25 日 雑誌「財界」新春ワイド座談会 

12 月 16 日 日刊工業新聞「広角」 

12 月 21 日 産経新聞新春インタビュー 

１月 29 日 テレビ和歌山「きのくに21」（仁坂 吉伸 和歌山県知事との対談） 

  ※和歌山県広報番組 

１月 20 日 ロイター通信（2016 年世界経済・日本経済について） 

３月 28 日 共同通信社きさらぎ会講演「日本経済の行方」 
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(5）会頭共同インタビュー（囲み取材等） 

４月２日 経済の好循環に向けた政労使会議後 

４月 16 日 甘利経済再生担当大臣と日本商工会議所との懇談後 

４月 20 日 宮沢経済産業大臣と中小企業関係団体との懇談後 

６月 30 日 経済財政諮問会議・産業競争力会議合同会議後 

７月 10 日 「日本健康会議」発足式後 

９月 16 日 塩崎厚生労働大臣と日本商工会議所との懇談後 

10 月８日 民主党と日本商工会議所との懇談後 

10 月 13 日 経済三団体長による総理訪問後 

10 月 16 日 官民対話後 

10 月 29 日 第１回一億総活躍国民会議後 

10 月 17 日 甘利経済再生担当大臣との懇談後 

１月 21 日 林経済産業大臣との懇談会後 

１月 28 日 甘利経済再生担当大臣の辞任発表後 

１月 29 日 第４回一億総活躍国民会議後 

２月 23 日 第５回一億総活躍国民会議後 

３月４日 第４回官民対話後 

３月 17 日 自由民主党首脳と日本商工会議所との懇談後 

３月 22 日 首都圏外郭放水路の視察後 

 

(6）報道機関との懇談 

４月 23 日（24 名） 経済団体記者会加盟社記者と三村会頭・中村専務理事等との懇談会 

12 月 10 日（21 名） 経済団体記者会加盟社記者と三村会頭・石田専務理事等との懇談会 

 

(7）記者発表 

発表日 形態 内容区分 内容・標題 

４月１日 資料配布 事業/取材案内
「企業におけるマイナンバー制度実務対応セミナー」
（東京開催）について 

４月１日 資料配布 事業/周知 第14回『女性起業家大賞』の募集を開始 

４月１日 資料配布 
事業/ 

周知・取材案内
日本商工会議所 柏崎刈羽原子力発電所の視察につい
て 

４月10日 資料配布 政策/周知 
「マイナンバー制度に係る事業者への周知徹底等に関
する要望」について 

４月14日 資料配布 政策/取材案内
甘利経済再生担当大臣と日本商工会議所との懇談会の
開催について 

４月16日 資料配布 政策/周知 
中長期的なエネルギーミックス策定に向けた基本的考
え方について 

４月30日 資料配布 事業/周知 
商工会議所 LOBO（早期景気観測）調査結果（４月分）
今月の付帯調査：「2015年度の採用動向」 
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４月30日 資料配布 その他 平成27年５月の主な行事予定について 

５月12日 資料配布 事業/周知 
“海外展開サポートプラン”「輸出取引信用保険制度」
の立ち上げについて 

５月13日 資料配布 政策/周知 提言「国と地域の再生に向けた観光振興について」 

５月18日 記者レク 政策/周知 
『地方創生と中小企業の活力強化のための規制・制度改
革の意見50』について 

５月20日 資料配布 政策/取材案内 日本商工会議所常議員会等の開催について 

５月22日 資料配布 政策/取材案内
マレーシア ナジブ首相とのラウンド・テーブル・ミー
ティング 懇談会の開催のお知らせ 

５月29日 資料配布 事業/周知 
商工会議所 LOBO（早期景気観測）調査結果（５月分）
今月の付帯調査：「2015年度の設備投資動向」 

５月29日 資料配布 その他 平成27年６月の主な行事予定について 

６月１日 資料配布 政策/取材案内
フィリピン共和国アキノ大統領歓迎昼食会の開催につ
いて 

６月２日 資料配布 事業/周知 
「企業におけるマイナンバー制度実務対応セミナー」参
加申込者アンケート結果 

６月２日 資料配布 事業/取材案内
「企業におけるマイナンバー制度実務対応セミナー」
（追加開催）について 

６月５日 資料配布 政策/周知 
「骨太方針2015」の策定に向けた被用者保険関係５団体
の意見 

６月10日 資料配布 事業/取材案内
平成26年度「各種検定試験 優秀者表彰式」の開催に
ついて 

６月11日 資料配布 事業/周知 
平成27年度地域力活用新事業∞全国展開プロジェクト
－特産品・観光商品開発など66件のプロジェクトを採
択－ 

６月12日 資料配布 政策/取材案内 日本商工会議所常議員会等の開催について【第２報】

６月24日 資料配布 事業/周知 
「企業におけるマイナンバー制度実務対応セミナー」参
加者アンケート結果 

６月29日 資料配布 政策/取材案内
平成27年度 日本商工会議所夏季政策懇談会の開催に
ついて 

６月30日 資料配布 政策/取材案内 メコン５か国首脳歓迎昼食会の開催について 

６月30日 資料配布 事業/周知 
商工会議所 LOBO（早期景気観測）調査結果（６月分）
今月の付帯調査：「2015年度の所定内賃金の動向」/「経
営上望ましい為替水準」 

６月30日 資料配布 その他 平成27年７月の主な行事予定について 

７月10日 資料配布 事業/取材案内
日本商工会議所 昼食懇談会における日産自動車 カ
ルロス・ゴーン社長の講演（７/16）について 
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７月16日 資料配布 政策/周知 
「平成28年度中小企業・地域活性化施策に関する意見・
要望」について 

７月17日 資料配布 政策/取材案内
日本商工会議所と日本労働組合総連合会との懇談会に
ついて 

７月31日 資料配布 事業/周知 
商工会議所 LOBO（早期景気観測）調査結果（７月分）
今月の付帯調査：「コスト増加分の価格転嫁の動向
（BtoC/BtoB）」 

７月31日 資料配布 事業/周知 
平成27年度地域力活用新事業∞全国展開プロジェクト
地域の食を活用した着地型観光商品の開発など13件を
追加採択 

７月31日 資料配布 その他 平成27年８月の主な行事予定について 

８月18日 資料配布 事業/周知 
「中小企業における消費税の価格転嫁に係る実態調査
（第３回）調査結果」について 

８月25日 資料配布 事業/取材案内
学生対象「簿記がもっと好きになるセミナー」初開催
について 

８月26日 資料配布 事業/周知 「人手不足への対応に関する調査結果」について 

８月31日 資料配布 事業/周知 
商工会議所 LOBO（早期景気観測）調査結果（８月分）
今月の付帯調査：「円安への対応状況」、「インバウンド
需要獲得に向けた対応状況」 

８月31日 資料配布 その他 平成27年９月の主な行事予定について 

９月４日 資料配布 政策/取材案内
第122回通常会員総会・会員大会、懇親パーティーの開
催について 

９月10日 資料配布 
事業/周知・取

材案内 

旅の展示会「ツーリズム EXPO ジャパン2015」に「feel 
NIPPON～ここにしかない、ニッポンの旅がある」が出
展 －全国18ヵ所の観光商品を PR－ 

９月14日 資料配布 
事業/周知・取

材案内 
feel NIPPON 「技のヒット甲子園2015」開幕！ 全国
各地域の素材・伝統技術から生まれた工芸品が集結 

９月14日 資料配布 政策/取材案内
塩崎厚生労働大臣と日本商工会議所との懇談会の開催
について 

９月16日 資料配布 政策/周知 
「女性の働きたい意志を尊重した税・社会保険制度に関
する提言」について 

９月16日 資料配布 政策/周知 「平成28年度税制改正に関する意見」について 

９月16日 資料配布 政策/取材案内 第122回通常会員総会・会員大会について 

９月18日 資料配布 事業/周知 第14回女性起業家大賞受賞者決定について 

９月18日 資料配布 事業/取材案内 第53回日豪経済合同委員会会議の開催について 

９月28日 資料配布 事業/取材案内 第40回日印経済合同委員会会議等の開催について 

９月30日 資料配布 事業/周知 
商工会議所 LOBO（早期景気観測）調査結果（９月分）
今月の付帯調査：「2015年度の所定内賃金の動向」 
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９月30日 資料配布 その他 平成27年10月の主な行事予定について 

10月６日 資料配布 政策/取材案内
民主党幹部と日本商工会議所幹部との懇談会の開催に
ついて 

10月13日 資料配布 政策/周知 「第三次安倍改造内閣に望む」について 

10月14日 資料配布 
事業/ 

周知・取材案内

11月に静岡で開催される全国商工会議所観光振興大会
について －「歴史・文化資源の『再発見』と『学び』
による観光振興」をテーマに－ 

10月14日 資料配布 事業/周知 
「平成27年度全国商工会議所きらり輝き観光振興大賞」
が決定 全国９カ所を表彰、大賞は富山商工会議所の
産業観光 

10月15日 資料配布 その他 専務理事の内定について（石田徹専務理事） 

10月15日 資料配布 政策/周知 
「地方創生に向けた『第５期科学技術基本計画』のあり
方に関する７つの提言」について 

10月29日 記者レク 政策/周知 
複数税率が導入された場合に想定される負担増に 
ついて 

10月30日 資料配布 事業/周知 
商工会議所 LOBO（早期景気観測）調査結果（10月分）
今月の付帯調査：「2015年度の設備投資動向」 

10月30日 資料配布 その他 平成27年11月の主な行事予定について 

11月17日 資料配布 政策/取材案内
森山農林水産大臣と日本商工会議所との懇談会の開催
について 

11月18日 資料配布 
事業/ 

周知・取材案内

展示会「IFFT（インテリアライフスタイルリビング）」
に共同出展（11月25日～27日）－地域に受け継がれる
伝統と匠の「技」を活かした約190の工芸品が集結－ 

11月20日 資料配布 
事業/ 

周知・取材案内
地域が開発したグルメ商品の販売イベント「ニッポン
まるしぃ」を開催 

11月20日 資料配布 事業/周知 
「全国商工会議所ビジネス総合保険制度」の創設に 
ついて 

11月24日 資料配布 事業/周知 
平成27年度（第56回）全国推奨観光土産品審査会  
入賞品の決定について 

11月27日 資料配布 事業/取材案内 「訪タイ・マレーシア経済ミッション」派遣について 

11月30日 資料配布 事業/周知 
商工会議所 LOBO（早期景気観測）調査結果（11月分）
今月の付帯調査：「マイナンバーへの対応について」 

11月30日 資料配布 その他 平成27年12月の主な行事予定について 

12月４日 記者レク 政策/周知 
インボイスに関するプレスブリーフィングを実施  
－インボイスの導入は広範囲な事業者に影響あり－ 

12月４日 資料配布 政策/取材案内
林経済産業大臣と中小企業関係団体との懇談会の開催
について 

12月４日 資料配布 事業/取材案内
石井国土交通大臣との日本商工会議所三村会頭の面会
について 
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12月15日 資料配布 政策/取材案内
甘利経済再生担当大臣と日本商工会議所との懇談会の
開催について 

12月16日 資料配布 事業/取材案内
オーストラリア首相マルコム・ターンブル閣下歓迎 
昼食会等の開催について 

12月17日 記者レク 政策/周知 
要望「混乱なく消費税の軽減税率を導入するため、 
政府・与党が取り組むべき対策について」 

12月21日 資料配布 事業/周知 平成28年「三村会頭年頭所感」について 

12月24日 記者レク 政策/周知 
「空き地・空き店舗の利活用促進に関する研究会 報告
書」を公表 

12月28日 資料配布 事業/周知 
商工会議所 LOBO（早期景気観測）調査結果（12月分）
今月の付帯調査：「2015年度の所定内賃金の動向」 

12月28日 資料配布 その他 平成28年１月の主な行事予定について 

１月19日 資料配布 政策/取材案内
林経済産業大臣と日本商工会議所との懇談会の開催に
ついて 

１月26日 資料配布 事業/周知 
共同展示商談会｢feel NIPPON 春 2016｣を開催 全国
41商工会議所が「食」「旅」「技」のオリジナル商品を
出展 

１月29日 資料配布 事業/周知 
商工会議所 LOBO（早期景気観測）調査結果（１月分）
今月の付帯調査：「2015年度の新卒採用の動向」、「経営
上望ましい為替水準」 

１月29日 資料配布 その他 平成28年２月の主な行事予定について 

２月１日 資料配布 事業/取材案内
展示会「スーパーマーケットトレードショー」に、地域
が開発したグルメ商品のあつめた共同ブース「ニッポ
ンまるしぃ」を初出展 

２月12日 資料配布 事業/周知 
「商工会議所婚活事業 実施状況調査」（平成26年度分）
結果 

２月18日 記者レク 政策/周知 「今後の観光振興策に関する意見」 

２月18日 資料配布 政策/周知 「東日本大震災からの復興に関する意見・要望」 

２月25日 資料配布 事業/周知 
第13回「YEG ビジネスプランコンテスト」受賞者決定に
ついて 

２月25日 資料配布 事業/取材案内
第10回日本・エジプト経済合同委員会会議 
（兼投資セミナー）の開催について 

２月29日 資料配布 事業/周知 
商工会議所 LOBO（早期景気観測）調査結果（２月分）
今月の付帯調査：「コスト増加分の価格転嫁の動向
（BtoC、BtoB）」 

２月29日 資料配布 その他 平成28年３月の主な行事予定について 

３月１日 資料配布 事業/周知 第15回「女性起業家大賞」の募集を開始 

３月７日 資料配布 政策/取材案内 第123回通常会員総会の開催について 
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３月10日 資料配布 事業/周知 「中小企業のための女性活躍推進ハンドブック」を発行

３月15日 資料配布 政策/取材案内
自由民主党首脳と日本商工会議所との懇談会の開催に
ついて 

３月17日 資料配布 政策/周知 「知的財産政策に関する意見」について 

３月31日 資料配布 その他 日商・東商の事務局人事について（４月１日付） 

３月31日 資料配布 事業/周知 
商工会議所 LOBO（早期景気観測）調査結果（３月分）
今月の付帯調査：「所定内賃金の動向（2015年度実績、
2016年度見通し）」 

３月31日 資料配布 その他 平成28年４月の主な行事予定について 

 

６．青年部関係事業 

＜日本商工会議所青年部の組織＞ 

会   長  伴 靖（宇都宮商工会議所青年部） 

会 員 数  410 青年部 31,559 名（平成 28 年３月 31 日現在） 

特別会員数  54 連合会 ※ブロック連合会９ 道府県連合会 45（同上） 

新 入 会 員  伊東（静岡県） 

 

(1）会員総会 

① 第 74 回会員総会（WEB） 

期 日  ７月 31 日～８月６日 

場 所  日本商工会議所青年部が使用している IT ツール「エンジェルタッチ」を使用し WEB

上で開催 

出席者  409 青年部 

議 事  

審議事項 

(1) 平成 26 年度事業報告（案）について（議案第１号） 

(2) 平成 26 年度収支決算（案）について（議案第２号） 

(3) 平成 26 年度補正予算（案）について（議案第３号） 

(4) その他 

報告事項 

(1) 第 36 回（平成 28 年度）全国大会の開催期日について 

(2) 第 34 回（平成 28 年度）全国会長研修会の開催期日について 

(3) その他 

 

② 第 75 回会員総会 

期 日  11 月 13 日 

場 所  ベイシア文化ホール（群馬県前橋市） 

出席者  323 青年部（うち委任状出席 128 青年部） 

議 事   
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審議事項 

(1) 平成 28 年度役員の選任（案）について（議案第１号） 

(2) 平成 28 年度役員の選任（案）について（議案第２号） 

(3) その他 

報告事項 

(1) 平成 27 年度日本 YEG 新規加入単会について 

(2) 第 34 回（平成 28 年度）全国会長研修会開催地・開催日について 

(3) 第 36 回（平成 28 年度）全国大会開催地・開催日について 

(4) 平成 28 年度ブロック大会開催地・開催日について 

(5) 第 35 回（平成 29 年度）全国会長研修会開催地について 

(6) 第 37 回（平成 29 年度）全国大会開催地について 

(7) 平成 26 年度事業報告・決算の日商総会承認について 

(8) 平成 27 年度ブロック代表理事活動報告 

(9) 平成 27 年度理事活動報告 

(10) 平成 27 年度各委員会活動報告 

(11) その他 

 

③ 第 76 回会員総会 

期 日  平成 28 年２月 19 日 

場 所  ママカリフォーラム（岡山県岡山市） 

出席者  328 青年部（うち委任状出席 129 青年部） 

議 事   

審議事項 

(1) 平成 29 年度会長候補者選任（案）に関する件について（議案第１号） 

(2) 平成 28 年度事業計画（案）に関する件について（議案第２号） 

(3) 平成 28 年度収支予算（案）に関する件について（議案第３号） 

(4) その他 

報告事項 

(1) 平成 28 年度日本商工会議所青年部新規加入単会のご紹介 

(2) 平成 27 年度 ブロック活動報告 

(3) 平成 27 年度 理事活動報告 

(4) 平成 27 年度 委員会活動報告 

(5) 全国青年友好団体活動報告 

(6) その他 

 

(2）第 35 回全国大会 

期 日  平成 28 年２月 17 日～22 日 

場 所  「ジップアリーナ岡山」（岡山県岡山市） 他 

参加者  5,974 名 

記念式典 （北村経夫経済産業大臣政務官、伊原木隆太岡山県知事、大森雅夫岡山市長、他） 
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主なプログラム  記念講演（講師 堀江 貴文 氏） 

   分科会・物産展・ビジネス交流会 他 

 

(3）ブロック大会 

① 第 28 回北海道ブロック大会（北海道根室市） 

期 日  ８月 28 日～30 日 

場 所  根室市総合文化会館 他 

参加者  792 名 

主なプログラム  式典、分科会、物産展 

記念講演（講師 公益社団法人千島歯舞諸島居住者連盟 

援護問題等専門委員 得能 宏 氏） 

 

② 第 28 回東海ブロック大会（三重県伊賀市） 

期 日  ９月４日～５日 

場 所  伊賀市文化会館 他 

参加者  1,174 名 

主なプログラム  式典、分科会、物産展 

記念講演（講師 タレント タージン 氏） 

 

③ 第 32 回四国ブロック大会（徳島県徳島市） 

期 日  ９月 11 日～12 日 

場 所  あわぎんホール 他 

参加者  781 名 

主なプログラム  式典、分科会、物産展 

記念講演（講師 徳島ヴォルティス株式会社 代表取締役 岸田 一宏 氏 

        鳥取インディゴソックス 球団社長 坂口 裕昭 氏） 

 

④ 第 34 回東北ブロック大会（宮城県石巻市） 

期 日  ９月 18 日～20 日  

場 所  石巻専修大学 他 

参加者  1,506 名 

主なプログラム  式典、分科会、物産展 

震災復興フォーラム 東北未来塾～災害時のつながりと連携を形に～ 

 

⑤ 第 35 回九州ブロック大会（熊本県人吉市） 

期 日  ９月 25 日～27 日 

場 所  人吉市カルチャーパレス 他 

参加者  1,435 名 

主なプログラム  式典、分科会、物産展 
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⑥ 第 35 回関東ブロック大会（栃木県日光市） 

期 日  10 月２日～３日  

場 所  日光霜降アイスアリーナ 他 

参加者  2,112 名 

主なプログラム  式典、分科会、物産展 

記念講演（講師 公益財団法人德川記念財団 理事 徳川 家広 氏） 

 

⑦ 第 35 回北陸信越ブロック大会（石川県輪島市） 

期 日  10 月９日～10日   

場 所  輪島市文化会館 他 

参加者  962 名 

主なプログラム  式典、分科会、物産展 

記念講演（講師 経済ジャーナリスト 須田 慎一郎 氏） 

 

⑧ 第 33 回近畿ブロック大会（和歌山県和歌山市） 

期 日  10 月 16 日～17 日 

場 所  和歌山ビッグホエール 他 

参加者  1,500 名 

主なプログラム  式典、分科会、物産展 

記念講演（講師 株式会社経営共創基盤 代表取締役CEO 富山 和彦 氏） 

 

⑨ 第 33 回中国ブロック大会（鳥取県鳥取市） 

期 日  10 月 23 日～24 日  

場 所  とりぎん文化会館 他 

参加者  1,244 名 

主なプログラム  式典、分科会、物産展 

特別分科会（講師 株式会社 SC 鳥取 ゼネラルマネージャー 岡野 雅行 氏） 

 

(4）第 33 回全国会長研修会（群馬県前橋市） 

期 日  11 月 12 日～14 日  

場 所  ヤマダグリーンドーム前橋 他 

参加者  1,711 名 

主なプログラム  式典、物産展 

基調講演（講師 株式会社ジェイアイエヌ 代表取締役社長 田中 仁 氏） 

対象者別研修会（第一分科会～第四分科会） 
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(5）役員会 

回 開催日 場  所 出席者数 回 開催日 場  所 出席者数

242 ４月17日 
栃木県総合文化センター
（栃木県宇都宮市） 

72名 246 11月13日
前橋商工会議所 

（群馬県前橋市） 
72名 

243 ６月５日 
前橋商工会議所 

（群馬県前橋市） 
71名 247 １月16日

フェニックス・ 
シーガイア・リゾート 
（宮崎県宮崎市） 

71名 

244 ７月18日 
岡山プラザホテル 
（岡山県岡山市） 

72名 248 ２月19日
ママカリフォーラム 
（岡山県岡山市） 

71名 

臨時 ８月11日 
日本YEG が使用するIT
ツール「エンジェル
タッチ」にて開催 

72名 249 ３月12日
大宮ソニックシティビル 
（埼玉県さいたま市） 

72名 

245 10月８日 
あえの風 

（石川県七尾市） 
72名     

 

 

(6）地区別会議・ブロック代表理事会議・各委員会の活動状況 

① 地区別会議 

１．第 35 回全国大会（岡山）、第 33 回全国会長研修会（前橋）支援、協力 

２．各地区のブロック大会支援、協力 

３．単会、県連、ブロックと日本 YEG の現状と今後について 

４．各地区内のブロック間においての情報交換および連携と協力 

５．青年部未設置地域における設置促進、日本 YEG 未加入青年部の加入促進 

 

② ブロック代表理事会議 

１．第 35 回全国大会（岡山）、第 33 回全国会長研修会（前橋）支援、協力 

２．各地ブロック大会支援、協力 

３．単会、県連、ブロックと日本 YEG の現状と今後について 

４．各地ブロック間においての情報交換および連携と協力 

５．青年部未設置地域における設置促進、日本 YEG 未加入青年部の加入促進 

 

③ 各委員会 

ア．総務委員会 

１．日本 YEG 諸会議の運営 

２．会員拡大（青年部設置・日本 YEG 加入促進）活動 

３．各種対応窓口業務 

４．日本 YEG 規約・規定の見直し 

イ．企画委員会 

１．第 35 回全国大会（岡山）に関する事業 

２．第 33 回全国会長研修会（前橋）に関する事業 

３．第 37 回全国大会（各務原）および第 35 回全国会長研修会（出雲）開催地決定に関する事業 

４．第36回全国大会（岩見沢）および第34回全国会長研修会（加古川）主管地の準備に関する事業 

５．各地９ブロック大会への協力・共催 

６．ブロック大会開催地連絡会議の開催 
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７．各大会の資料の検討と整備  

ウ．研修委員会 

１．「翔生塾」の企画・運営 

２．全国会長研修会における研修事業に関する企画・運営 

３．「ビジネスプランコンテスト」の企画・運営 

エ．広報委員会 

１．ホームページ等の管理 

２．外部への YEG 情報発信・YEG ブランドのアピール  

３．「翔生」・「石垣」等を活用しての広報活動 

オ．政策提言委員会 

１．全国の YEG の意見集約と分析 

２．全国 YEG の情報に基づく各方面への政策提言（案）、意見具申（案）の策定 

カ．ビジネス応援委員会 

１．被災地ビジネス支援活動の促進 

２．「YEG モール」の活用方法の企画と普及促進 

キ．ビジネス交流委員会 

１．海外企業とのビジネスマッチングの企画・開催  

２．業種別部会とビジネス交流会の企画・開催 

ク．日本ネットワーク委員会 

１．伴会長の 45 道府県商工会議所青年部連合会への訪問・意見交換会の企画・開催 

２．全国青年友好団体との連絡・調整  

 

７．女性会関係事業（全国商工会議所女性会連合会） 

(1）組 織 

会 長  山崎 登美子（東京商工会議所女性会会長） 

会員数  414 商工会議所女性会（平成 28 年３月 31 日現在） 

新入会員 八王子商工会議所女性会（東京都） 

     松阪商工会議所女性会（三重県） 

(2）会 議 

全商女性連のより円滑な運営と会員交流を促進するため、全国大会、役員会などを開催するととも

に、各委員会活動の強化を図った。 

① 全国大会 

第 47 回全国商工会議所女性会連合会石川全国大会 

期 日：10 月 23 日（金） 

場 所：いしかわ総合スポーツセンター他（石川県金沢市） 

参加者：341 女性会 3,237 名 

○主な次第：(1) 第 14 回女性起業家大賞授賞式 

(2) 全国商工会議所女性会連合会表彰授与式 

(3) 次回開催地（徳島県）女性会への全商女性連旗引渡し 

○記念講演会 「(株)スギヨの歴史と経営戦略」 
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～ルーツを紐解き将来へ向けて～ 

株式会社 スギヨ 代表取締役社長 杉野 哲也 氏 

② 常任理事会（３回） 

７月１日（於：福島市）、平成 28 年２月 23 日（於：丸の内二丁目ビル） 

③ 理事会（３回） 

７月１日（於：福島市）、平成 28 年２月 23 日（於：丸の内二丁目ビル） 

④ 会長・副会長会議 

７月１日（於：福島市） 出席者：12名 

⑤ 監事会 

７月１日（於：福島市） 出席者：５名 

⑥ 委員会 

ア．総務委員会 

７月１日（於：福島市） 出席者：21名 

イ．政策委員会 

７月１日（於：福島市） 出席者：17名 

ウ．広報委員会 

７月１日（於：福島市） 出席者：15名 

エ．企画調査委員会 

７月１日（於：福島市） 出席者：17名 

⑦ その他会議 

「第 14 回女性起業家大賞」本審査会 

９月３日（於：丸の内二丁目ビル） 出席者：10 名 

 

(3）女性の活躍推進の支援 

昨年の「第 46 回全国商工会議所女性会連合会神戸総会」で採択された「神戸アピール」に基づき、

各地域において、女性が活き活きと活躍し、その高い潜在力を地域経済社会の活性化のために 大限

発揮できる環境整備（地域における子育て支援等）に向けて取り組む女性会の支援に努めた。 

「第 47 回全国商工会議所女性会連合会石川全国大会では、女性会山崎会長は主催者挨拶において、

「女性の活躍推進を成長の柱と位置付けており、各地域における女性会への期待は日に日に大きくなっ

ている」と強調。女性会は、「『女性の活躍推進』を後押していける 大の団体である」と述べ、「女性

が活躍できる環境の整備」、「女性の力による地域活性化」の使命を果たしていこうと呼び掛けた。 

 

(4）「個として光る」女性会事業表彰の実施 

行動する女性会を積極的に展開するため、個として光り、他の範となる事業や活動をしている女性

会の表彰を行っており、 優秀賞（日本商工会議所会頭賞）には、平田原商工会議所女性会（島根県）

の「酒造の『蔵』と生活の『くらし』を融合した物産展「くらしょっぷ」の開催」が輝いた。 

廃業となった造り酒屋を会場として再利用し、酒造の『蔵』と生活の『くらし』を組み合わせた物

産展「くらしょっぷ」を開催。出雲市平田町に残る長い歴史に刻まれた味わい深い町並みや酒造を多

くの方に楽しんでもらうことで、地域の元気を取戻し、地域交流の活性化に繋げる目的で本事業を発

案した。第１回開催時には、女性会の会員企業が集結し、カフェやショップを出店。物産展にあわせ
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たイベントでは、地元出身者によるライブイベントやファッションショーなど、地域に根差した盛り

沢山の企画が実施され、活況を呈した。 

老若男女問わず、市内外より幅広い来場者が増えており、来場者は毎年 2,000 人を超えるまでに事

業が成長。「くらしょっぷ」事業は毎年の恒例事業として地域に定着。「楽しい『ひらた』豊かな『ひ

らた』」を目指し、地域に根差した事業展開を推進することで、地域の活性化と安心できる「暮らし」

を提案していることを高く評価された。優秀賞（全国商工会議所女性会連合会会長賞）には、阿南商

工会議所女性会（徳島県）「阿南の夏祭りでのごみの分別回収を実施『阿南ごみゼロ夏祭り大作戦』」」

が選ばれた。 

 

(5）女性起業家を支援 

「第 14 回女性起業家大賞」を実施した。表彰式は、石川全国大会（10 月 23 日）で行った。 

「女性起業家大賞」受賞者（敬称略） 

優秀賞 山下 真実（株式会社ここるく 代表取締役） 

＜スタートアップ部門（創業５年未満）＞ 

優秀賞 寺田 望（株式会社ビズホープ 代表取締役） 

奨励賞 関谷 里美（株式会社スルシィ 代表取締役） 

ウィリアムズ 薫（じゅばりーKIDS 代表） 

特別賞 経沢 香保子（株式会社カラーズ 代表取締役社長） 

木﨑 芙美（特定非営利活動法人どんぐりの会 理事長） 

＜グロース部門（創業５年以上 10 年未満）＞ 

優秀賞 小出 操（株式会社どりーむ 代表取締役） 

奨励賞 星子 文（自然と未来株式会社 代表取締役） 

土屋 佳子（株式会社オフィスハート 代表取締役） 

特別賞 児玉 千賀子（特定非営利活動法人アジェンダやまがた 代表理事） 

また、女性の創業・起業の促進、女性起業家支援のため、各地商工会議所女性会や都道府県・ブロッ

ク女性会連合会が女性起業家大賞受賞者を講師に招いて講演会等を実施する場合、「女性起業家支援

金～女性の輪を広げよう～」から講師謝金（１回の講演当たり１人５万円（手取り））に充当してお

り、平成 27 年度は、３件の利用があった。 

 

(6）環境保全の推進 

「環境・ゴミ問題」をテーマとして各地女性会で実施する小学生作文・絵画コンクールに対し、表

彰状を贈呈した。（贈呈女性会数 12 ヵ所） 

＜作文部門＞全商女性連会長・単会女性会会長連名賞10点 

＜絵画部門＞日商会頭・各地商工会議所会頭連名賞９点、全商女性連会長・単会女性会会長連名賞25点 

 

(7）対外広報活動の促進 

女性会に対する理解の促進、単会の組織強化に寄与するため、「商工会議所女性会パンフレット」

を作成して頒布（実績：101 女性会、5,879 冊）するとともに、女性会活動の活性化を図るため、当

初が発行する「石垣（月刊誌）」「会議所ニュース（旬刊紙）」、全国商工会議所女性会連合会のホーム

ページに活動記事を掲載することで、対外的な広報に取り組んだ。 
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(2）意見活動 

第１号 （４月10日） マイナンバー制度に係る事業者への周知徹底等に関する要望 

第２号 （４月16日） 中長期的なエネルギーミックス策定に向けた基本的考え方 

第３号 （５月13日） 国と地域の再生に向けた観光振興について 

第４号 （５月18日） 2015年度 地方創生と中小企業の活力強化のための規制・制度改革の意見50 

第５号 （５月22日） 「商法（運送・海商関係）の改正に関する中間試案」に対する意見 

第６号 （６月８日） 「骨太方針2015」の策定に向けた被用者保険関係５団体の意見 

第７号 （７月１日） 長期エネルギー需給見通し（案）および温室効果ガス削減に向けた約束草案（政府原

案）に対する意見 

第８号 （７月９日） 新たな国土形成計画（全国計画）（原案）に対する意見 

第９号 （７月14日） 労働者派遣法改正案の早期成立を求める 

第９号 （７月16日） 平成28年度中小企業・地域活性化施策に関する意見・要望 

第10号 （７月29日） 今後の郵政民営化の推進の在り方に対する意見 

第11号 （８月19日） 社会資本整備重点計画（原案）に対する意見 

第12号 （９月16日） 女性の働きたい意志を尊重した税・社会保険制度に関する提言 

第13号 （９月16日） 平成28年度税制改正に関する意見 

第14号 （10月13日） 第三次安倍改造内閣に望む 

第15号 （10月15日） 地方創生に向けた「第５期科学技術基本計画」のあり方に関する７つの提言 

第16号 （11月９日） 地球温暖化対策税の使途拡大等に反対する 

第17号 （12月17日） 混乱なく消費税の軽減税率を導入するため、政府・与党が取り組むべき対策について

第18号 （１月15日） 再生可能エネルギー導入促進関連制度改革小委員会報告書（案）に対する意見 

第19号 （２月18日） 東日本大震災からの復興に関する意見・要望 ５年後の確実な復興・創生の実現とそ

の先を見据えた取り組みを 

第20号 （２月18日） 今後の観光振興策に関する意見～「新たな観光ビジョン」策定への期待～ 

第21号 （３月３日） 2020年東京オリンピック・パラリンピック等の気運盛り上げに関する要望 

第22号 （３月７日） 再生可能エネルギー固定価格買取制度（FIT）における平成28年度新規参入者向け調

達価格等に対する意見 

第23号 （３月17日） 知的財産政策に関する意見 
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マイナンバー制度に係る事業者への周知徹底等に関する要望 

平成27年４月10日 

日本商工会議所 

 

商工会議所では、かねてより社会保障と税に共通した社会的インフラとして番号制度の早期導入を求め

てきたところであり、平成27年10月から国民へ共通番号（マイナンバー）が通知され、平成28年1月から利

用が開始されることを評価している。 

しかし、通知を６カ月後に控える中、マイナンバーの各行政手続き書類への記載や、マイナンバーを含む

特定個人情報の管理が義務づけられる事業者への周知は、現時点において決して十分であるとは言い難い。 

主要商工会議所のアンケート（※）では、制度導入への対応に「すでに取り組んでいる」と回答した企

業はわずか５％にとどまり、「制度自体が不明」「何をすべきかがわからない」と回答した企業が44％を占

めるなど、事業者の対応に大幅な遅れが生じている。 

特に、特定個人情報の管理については、罰則規定が盛り込まれたことにより、多くの事業者には様々な

誤解や過度な不安感が広がっており、事業者の規模や扱う特定個人情報のレベルに応じた適切な管理方法

を、具体的かつ早急に周知徹底する必要がある。 

ついては、マイナンバー制度の導入に向けて事業者が円滑かつ適切に対応できるよう、下記の各項を含

む必要十分な対策を講じられたい。 

 

記 

 

１．国民一般がまず行う具体的な対応（番号通知書の保管、給与支払者への番号通知）の周知に加え、事

業者側の視点に立った周知徹底を図る必要がある。特に、小規模・中小企業については、従業員数や人

事・経理システムの有無等でその対応レベル（①事務取扱担当者の教育、②番号の収集、③管理）が異

なるため、規模別の対応例をビジュアル化したわかりやすい資料で周知すること。 

２．特定個人情報の管理方法について、直罰・両罰規定が適用され得る範囲をわかりやすく明示し、事業

者の過度な不安感の払しょくに努めること。 

３．今後、事業者からの相談が急増することが見込まれるため、各行政機関等を通じた十分かつ多様な相

談体制を確保すること。特に、地域での相談にきめ細かく対応できるよう都道府県、市町村、税務署、

社会保険事務所等、関係地方行政機関における相談窓口（電話、対面）を設置すること。 

４．行政、公的機関、商工会議所等が実施する事業者向け説明会では、開催場所や回数などに物理的な限

界がある。マイナンバーを利用する行政手続きに係る税・社会保険関係機関からの周知・広報を前倒し、

前広に徹底すること。 

５．制度導入に伴う事業者のシステム改修等で一定以上の費用負担が生じる場合の経済的支援措置を検討

すること。 

（※）2015 年 4 月以降東京、大阪、名古屋、新潟で商工会議所が開催するセミナーに申し込んだ事業者

計 1,162 社の回答を集計したもの 

 

以 上 
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マイナンバー制度に係る事業者への周知徹底等に関する要望 

＜提出先＞ 

福田峰之内閣府大臣補佐官、内閣府大臣官房番号制度担当室 

＜実現状況＞ 

商工会議所と内閣府が連携して、マイナンバー制度導入に向けた中小規模事業者向け冊子を制作し、全国の

商工会議所を通じて 17 万部が配布された。政府による広報活動など対応強化につながった。 
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中長期的なエネルギーミックス策定に向けた基本的考え方 

平成27年４月16日 

日本商工会議所 

 

東日本大震災と巨大な津波による未曾有の被害は、われわれが長く当たり前のものと感じてきたエネル

ギーの安定供給を途絶させた。そして震災後の経験から、エネルギー政策が国民生活を守り、社会・経済・

産業の命運を握る極めて重要な基幹政策であることを痛感させられた。震災後４年を経過した現在に至っ

ても、長期にわたる原子力発電所の停止による化石燃料輸入増や、電力多消費産業をはじめとする中小企

業が電力コスト上昇に苦慮している窮状を目の当たりにしており、到底、震災以後に顕在化したエネル

ギー問題が解決されたとは言えない状況である。 

当所では、震災直後から、適時、会員企業への調査やヒアリングを実施し、電力コスト上昇の抑制と安

定供給の早期確保を望む声、安全・防災の具体策を求める原子力発電所立地地域からの声、あるいは震災

復興に一丸となって取り組んでいる被災地からの声を踏まえ、エネルギー問題に関する議論を重ね、政策

提言を続けてきた。特に、平成24年７月以降、全国各地で合計70回以上の説明会等を開催するなど丁寧に

対話を重ね、原子力を含むバランスの取れたエネルギー政策について、全国各地の会員企業の理解促進に

努め、商工会議所としてのコンセンサスを形成してきた。 

こうした中、政府は、平成26年４月に閣議決定した「エネルギー基本計画」に基づき、本年１月から、

実現可能でバランスの取れたエネルギー需給構造の将来像（エネルギーミックス）に関する検討を始めた。

当所では、これまでの議論を踏まえ、このほど2030年に向けた新たな中長期的なエネルギーミックスの策

定に対する基本的な考え方を下記のとおり取りまとめた。政府においては、早急にエネルギーミックスを

策定するとともに、エネルギー基本計画に基づく今後の責任あるエネルギー政策の構築等において、当所

の意見を反映いただきたい。 

 

記 

 

１．基本的な考え方について 

（1）安価で安定的なエネルギー供給が経済成長の前提条件 

エネルギー自給率が震災前の約20％から現在は約６％という、世界的に見ても極めて低い水準となっ

たわが国において、「安全性の確保（Safety）」を前提に、経済効率性の向上により「低コスト（Economic 

Efficiency）」でエネルギー供給を図りつつ、エネルギーの「安定供給（Energy Security）」と「環境負

荷の低減（Environment）」を実現していくことが、既存の事業拠点を国内に留め、わが国の更なる経済

成長を実現していくことにもつながる。すなわち、企業においては、将来のエネルギー政策に対する予

見可能性が、今後の事業を営む上で不可欠になることから、政府においては、エネルギー政策の原点で

ある「S＋3E」の観点で、実現性のあるバランスの取れたエネルギーミックスを策定していただきたい。 
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（2）東日本大震災以後の電力コスト上昇の影響は甚大 

東日本大震災と原発事故の発生による電力需給の逼迫、その後４年以上の長期にわたる原子力発電所

の停止は、わが国のエネルギーを取り巻く環境に大きな変化をもたらした。中でも電力コストについて

は、震災前に比べ、産業用は約３割、家庭用は約２割も高騰している。当所が平成26年８月に実施した

アンケート調査によれば、コスト上昇分を販売価格に「全く転嫁できていない」「一部しか転嫁できて

いない」とする回答が合わせて９割を超えた。また、同年11月～12月にかけて実施した全国調査では、

電力コストの更なる上昇の負担限界を「１円／kWh まで」とする回答が全体の３分の２を超え、中小企

業、とりわけ電力多消費の中小企業による電力コストの負担が限界に近づいていることを示した。 

今後も電力コストの高止まりや上昇が続く場合には、経済の好循環に向けて進めていかなければなら

ない賃上げや雇用創出、新規の設備投資のみならず、足元の雇用維持や事業存続すらも困難となり、地

域経済に甚大な悪影響を及ぼしかねない。電力コストの上昇が、電力多消費産業をはじめとする中小企

業の収益改善や地域経済の回復の大きな足枷となっているのである。 

 

（3）電力コスト上昇に一刻も早く歯止めを 

エネルギーミックスの策定にあたっては、電力コストの上昇に一刻も早く歯止めをかけ、早急に震災

前の水準に戻すことが、企業経営にとって不可欠である。その上で、更なる電力コスト抑制を図ること

を明確に目標として掲げるべきである。現状での電力コスト上昇の主因は、太陽光に偏重した「再生可

能エネルギー固定価格買取制度（FIT）」と、４年以上の長期にわたる「原子力発電の停止」であり、以

下の２点について早急に対策を講じるべきである。 

 

① 再生可能エネルギー固定価格買取制度（FIT）の早期抜本的見直し 

環境負荷の低減やエネルギー自給率向上のためには、再生可能エネルギーの活用が重要である。しか

し、その普及拡大を図るために平成24年度から導入された「再生可能エネルギー固定価格買取制度

（FIT）」は、同27年度の賦課金単価が1.58円／kWh（26年度0.75円／kWh）、賦課金総額が１兆3,222億円

（同6,500億円）と前年度からほぼ倍増しており、同制度が毎年、当該年度の賦課金が積み重なっていく

仕組みであることを鑑みれば、同28年度以降も確実に賦課金が増加していくことが見込まれる。 

また、同制度の設備認定が非住宅太陽光（出力10kW 以上の太陽光）に著しく偏っていることから、今

後、これに対応するための送電網の整備や連系線の増強、出力が天候に左右されることに伴うバック

アップ用調整電源の確保などにより、新たな負担が発生することが予想される。このままでは、国民負

担がますます増大し、将来の負担規模の予測すら出来ないのが現状である。 

そこで、太陽光以外の再生可能エネルギー源の導入促進を含め、以下のとおり、同制度の総合的・抜

本的な見直しを早急に行う必要がある。 

 

イ）国民負担増など弊害の大きい太陽光導入の抑制 

再生可能エネルギーについては、国民負担増加の弊害が莫大であり、出力の不安定性のため自給

率の向上や環境負荷低減の効果が十分に得られない「太陽光」については抑制を図るべきである。 

 

ロ）賦課金額・導入量（特に非住宅太陽光）への上限設定 

国民負担増大に歯止めをかけるため、賦課金額・導入量については上限を設定し、その範囲内で

より安価で安定出力が可能な「水力」「地熱」などの再生可能エネルギーから積極的に導入を推進
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していくべきである。特に非住宅太陽光については、早急に上限設定を行うべきである。 

 

ハ）太陽光偏重是正のための契約内容変更の遡及適用 

非住宅太陽光の認定増加に伴い国民負担が増大している状況を鑑み、将来における調達価格の引

き下げや、出力制御時間の上限を拡大する場合には、買取契約期間中であっても調達価格の引き下

げや、出力制御条件の変更を可能とすべきである。 

この場合、認定を受けたにもかかわらず意図的に設備の設置を遅らせている事業者等を契約内容

変更の対象とし、既に再生可能エネルギーにかかる設備等を導入している事業者に対しては一定の

配慮がなされるべきと考える。 

 

②安全が確認された原子力発電の順次速やかな運転再開 

原子力発電は、環境負荷の低減やエネルギー自給率向上に大きく寄与するが、震災後４年以上の長期

にわたって停止している。その結果、海外からの化石燃料依存度の高まりが燃料費の高騰を招き、国民

生活や経済活動に大きな影響を及ぼしている1。電力コスト上昇に一刻も早く歯止めをかけるため、安全

が確認された原子力発電の早期運転再開を実現して、火力発電の焚き増しにより増加した燃料費を削減

していくべきである。 

そこで、原子力政策にかかわる諸課題について、以下のとおり、着実かつ迅速に解決を図る必要がある。 

（注１）平成 26 年度における原発停止に伴う燃料輸入額増加分（火力発電焚き増し費用）は「3.4 兆円」と試算（資

源エネルギー庁推計） 

このため、震災後、電力 10 社のうち７社が電気料金を値上げした 

 

イ）原子力発電確保の必要性 

電力コストの低廉化、安定供給の維持、エネルギー自給率の向上、環境負荷低減の観点から、2030

年における電源構成においても原子力を維持していく必要がある。その結果として、一定の原子力

比率を確保する必要がある。 

 

ロ）40年運転制限制における運転延長許可制度の 大活用 

原子炉等規正法に従い、新規制基準により安全が確保された原子炉は40年を超えて 大60年まで

稼働させることが必要である。 

 

ハ）建設中の原子力発電所の運転開始等 

2030年以降においても、安全性向上と安定供給の両立を図るため、少なくとも建設中の原子力発

電所の運転開始等を進めていく必要がある。 

 

ニ）安全を担う人材・技術の維持・向上 

原子力に関する技術の伝承や安全性の向上はもとより、福島第一原子力発電所の廃炉措置の円滑

化、わが国が保有する高度な原発技術の海外への移転など、原子力の安全を担う人材の育成と技術

の維持・向上を図る必要がある。 
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ホ）原子力規制委員会における審査の迅速化 

原子力規制委員会は、人員体制のさらなる強化はもとより、審査の効率性・予見可能性の向上、

処理期間の明確化を図り、安全性確保を大前提に審査プロセスを 大限加速させる必要がある。 

 

ヘ）国の責任の明確化 

原子力発電の国策としての位置づけを明確化することはもとより、立地地域の防災計画に万全を

期すこと、高レベル放射性廃棄物の 終処分問題の解決を図ることなど、原子力に関する諸課題に

ついては国が前面に立って解決する必要がある。 

 

２．中長期的なエネルギーミックスの策定について 

以上の「基本的な考え方」を踏まえ、政府においては中長期的なエネルギーミックスの策定にあたり、

再生可能エネルギー固定価格買取制度の早期抜本的見直しを踏まえた再生可能エネルギーの導入、安全が

確認された原子力発電の順次速やかな運転再開を前提に行っていただきたい。 

われわれ企業の側も、今まで取り組んできた省エネルギーを更に前進させていく。各地の商工会議所で

は、セミナーや講習会等を通じて省エネの更なる普及促進に努めていくが、政府においても、省エネの推

進を前提に中長期的なエネルギーミックスの策定を行っていただきたい。 

 

（1）「S＋3E」の観点によりベースロード電源は「６割程度」の確保を 

安価で安定的なエネルギー供給を実現するためには、発電コストが低廉で昼夜を問わず安定的に稼働

できる「ベースロード電源」を、東日本大震災前の水準であり、かつ国際的にも遜色のない「６割程度」

を確保することを基本に位置づけるべきである。この考え方をベースに、エネルギー政策の原点である

「Ｓ＋３Ｅ」の観点から、実現性のあるバランスの取れたエネルギーミックスを目指すべきである。 

 

①水力、地熱 

再生可能エネルギーのうち、ベースロード電源として位置づけられている「水力」と「地熱」につい

ては導入を積極的に推進すべきであるが、実際には資源エネルギー庁が公表している2030年時点におけ

る導入見込量の「10％程度」が実現可能な比率である。 

 

②原子力 

「原子力」については、何よりも安全性を 優先に考えるべきである。その上で、電力コストの低廉

化、安定供給の維持、エネルギー自給率の向上、環境負荷低減の観点から、原子炉等規制法に従い、新

規制基準に基づく原子力規制委員会による審査によって安全が確認された原子炉は40年を超えて 大

60年まで稼働させることに加え、少なくとも建設中の原子力発電所の運転開始等によって、2030年時点

における電源構成は「25％程度」とすべきである。 

 

③石炭 

「石炭」については、発電効率の向上により環境負荷を低減しつつ、温室効果ガス排出削減への取組

みを進めるため、東日本大震災前の水準である「25％程度」に留めるべきである。 
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（2）残り４割のミドル電源・ピーク電源等も「S＋3E」の観点で 

上記（1）①②③により、６割程度のベースロード電源を確保するが、残りの「４割程度」について

も、ベースロード電源と同様、「S＋3E」の観点で考えるべきである。 

 

④太陽光、風力、バイオマス・廃棄物 

「太陽光」「風力」「バイオマス・廃棄物」は温室効果ガス排出削減の観点から導入を促進すべきであ

るが、再生可能エネルギー固定価格買取制度における平成27年度の賦課金総額が同26年度の6,520億円

から１兆3,222億円へと倍増したことを鑑みると、再生可能エネルギーの構成比率の上昇は、賦課金総

額の累積に加え系統対策や調整電源にかかる費用負担が増え、電力コストの上昇につながることとな

る。特に、「太陽光」については、国民負担の増加が既に顕在化し弊害が莫大であることから、資源エネ

ルギー庁が示した導入量の試算よりも低い水準に抑制することが望まれる。この場合も、再生可能エネ

ルギー固定価格買取制度については、早急に総合的・抜本的な見直しを図ることが絶対条件である。 

また、導入適地が特定地域に集中する傾向のある「風力」についても、地域間連系線等の増強やバッ

クアップ用調整電源の確保などに伴う国民負担が生じることから、大幅な導入拡大には慎重に検討を行

う必要がある。 

 

⑤LNG、石油等 

海外からの輸入に依存している「LNG」や「石油」等については、上記④による再生可能エネルギーの

構成比率から差し引きすると、東日本大震災前よりも低い水準に抑えることが可能であり、温室効果ガ

ス排出削減につながる。 

 

（3）ゼロエミッション電源の震災前水準以上の確保を 

政府においては、地球温暖化対策として温室効果ガス排出削減につながるゼロエミッションについ

て、東日本大震災前（約38％）を上回る水準を目指していくことが求められる。 

当所では、上記２．（1）（2）で示した電源構成比率により、「原子力」と「再生可能エネルギー」の比

率を積み上げると、ゼロエミッション比率は「約４割」となり、震災前の水準以上が確保できると考え

る。 

 

３．エネルギー政策に対する国民理解の促進 

エネルギー政策は、客観的な情報と十分な議論を踏まえて、政治が責任を持って判断すべき、極めて重

要な国家の基幹政策である。 

しかしながら、実態として、現行の再生可能エネルギー固定価格買取制度が今後十数年間にわたって賦

課金総額が上昇し続ける仕組みであることや、原子力に関する客観的な情報に基づくコミュニケーション

が不足していることで風評被害が未だ根絶していないなど、わが国のエネルギー政策について国民への理

解浸透や周知が十分とは言えない。 

政府においては、「S＋3E」の観点から国内外の現状を踏まえ、幅広い意見を集約して積み重ねてきた検

討内容や諸課題の解決のための取組み内容について、明確なデータに基づいて分かりやすく説明を行い、

国民理解の促進に努めるべきである。 

以 上 
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中長期的なエネルギーミックス策定に向けた基本的考え方 

＜提出先＞ 

経済産業省および環境省をはじめ政府・与党など関係各方面 

＜実現状況＞ 

◆「S＋3E」の観点で、実効性のあるバランスの取れたエネルギーミックスの策定 

経済産業省が７月 16 日に決定したエネルギーミックス（長期エネルギー需給見通し）の位置付けとし

て、「安全性（Safety）、安定供給（Energy Security）、経済効率性（Economic Efficiency）及び環境適合

（Environment）について達成すべき政策目標を想定した上で、政策の基本的な方向性に基づいて施策を講

じたときに実現されるであろう将来のエネルギー需給構造の見通しであり、あるべき姿を示すもの」と明

記された。 

 

◆再生可能エネルギー固定価格買取制度（FIT）の早期抜本的見直し 

９月、政府の総合資源エネルギー調査会に「再生可能エネルギー導入促進関連制度改革小委員会」が設

置され、FIT の見直しに向けた議論が開始された（日商はオブザーバーとして参画）。小委員会は２月に報

告書をとりまとめ、その内容を踏まえて政府は平成 28 年通常国会に再生可能エネルギー特別措置法の改

正案を提出。５月 25 日に成立した。 

改正案の概要は以下のとおり。 

・FIT の買取対象として認定を取得したにもかかわらず運転開始に至っていない未稼働案件が大量に発

生している状況を改善するため、電力会社との接続契約締結など事業実施の可能性や事業内容の適切

性を確認した上で認定を行う新しい制度を創設。 

・国民による賦課金負担が増加し続けている状況を鑑み、再生可能エネルギーの 大限の導入と国民負

担の抑制の両立を図るため、認定量が突出している事業用太陽光については大規模案件から入札制を

導入するとともに、住宅用太陽光や風力、地熱等は数年先の買取価格まで予め提示することを可能と

するなど、買取価格の決定方式を見直し。 

 

◆安全が確認された原子力発電の順次速やかな運転再開 

原子力規制委員会に新規制基準への適合性審査を申請した原子力発電所の状況（審査が完了、または進

んでいるもの） 

・九州電力・川内原子力発電所は、鹿児島県や薩摩川内市など地元自治体の同意を得て、１号機が９月

10 日、２号機は 11 月 17 日に営業運転を再開。 

・関西電力・高浜原子力発電所は、３号機が２月 26 日に営業運転を再開したが、３月９日の大津地方

裁判所による運転差止仮処分決定により再び運転を停止した。４号機は２月 26 日に原子炉を起動し

たものの、変圧器トラブルにより２月 29 日に停止した。 

・稼働開始後 40 年超の運転を目指す関西電力・高浜原発の１・２号機は、原子力規制委員会による新

規制基準への適合性審査と運転期間延長のための審査が並行して進められている。 

・四国電力・伊方原子力発電所３号機は、28 年４月に原子力規制委員会による新規制基準への適合性審

査を終えた。 

原子力の安全を担う人材・技術の維持・向上については、平成 28 年度予算として、原子炉の安全技術
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の強化等（91.5 億円）、国内の大学等と連携して原子力規制に関わる人材を育成する事業（3.0 億円）が

盛り込まれた。 

 

◆2030 年における電源構成 

2030 年における電源構成は、徹底した省エネルギーや再生可能エネルギー導入の取組、火力発電所の効

率化などによる原子力発電への依存度低減と、各電源の個性に応じた 大限の導入拡大と国民負担の抑制

を両立した再生可能エネルギーの導入拡大等により、以下内容を目指すこととなった。 

 電源種類 長期エネルギー需給見通し 日商提言 

ベ
ー
ス
ロ
ー
ド

電
源 

地 熱 ★1.0％～1.1％程度
56
％
程
度 

10％程度 ６
割
程
度 

水 力 ★8.8％～9.2％程度

原 子 力 22％～20％程度 25％程度 

石 炭 26％程度 25％程度 

上
記
以
外
の
電
源 

太 陽 光 ★7.0％程度 42･

4
～
43･

3
％

４割程度 

風 力 ★1.7％程度

バイオマス ★3.7％～4.6％程度

L N G 27％程度

石 油 ３％程度

ゼロエミッション電源 
（原子力＋再エネ） 44％程度（うち再エネ22～24％程度） 約４割 

 

 

◆中小企業が行う省エネルギー推進の取組への支援 

産業部門における省エネルギー推進の取組への支援として、工場のエネルギーマネジメントや革新的技

術・高効率設備の開発・導入に加え、中小企業の省エネ促進のための支援が明記された。 

 

◆エネルギー政策に対する国民理解の促進 

資源エネルギー庁は 27 年度、広く国民を対象にエネルギーミックスの理解促進を図るため、基調講演

やパネルディスカッションによるシンポジウムを全国の電力多消費地６ヵ所（大阪、東京、名古屋、福井、

広島、高松）で開催した。平成 28 年１月に東京で開催されたシンポジウムには、全国商工会議所女性会

連合会の山崎会長がパネリストとして登壇し、再生可能エネルギー固定価格買取制度（FIT）による電力

コスト上昇、原子力発電所が立地している地域に対する感謝の念を持つことの重要性等について発言し

た。 

また、数値データやグラフ、写真をふんだんに取り入れたパンフレット「日本のエネルギー」を 13 万

部作成し、商工会議所会員企業も含め広く配布した。 
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国と地域の再生に向けた観光振興について 

平成27年５月13日 

日本商工会議所 

 

Ⅰ．基本的な考え方 

わが国経済の現状は回復基調にあるものの、急速な少子高齢化の進展による国内マーケットの縮小や

労働力人口の減少、これらに伴う地域経済社会の衰退という構造的な課題を抱えている。こうした課題

を克服し、地方創生によるわが国の持続的な成長を実現していかなければならない。 

観光は、関連する産業の裾野が広く、地域内外の需要の拡大、雇用機会の創出など、地域に大きな経

済効果をもたらすばかりでなく、伝統の継承や文化の創造など、地域社会の価値向上に重要な役割を果

たす。その振興は、地方創生の重要な鍵であり、日本経済再生の原動力となるといっても過言ではない。 

政府は、昨年６月の日本再興戦略の改訂において、「世界に通用する魅力ある観光地域づくり」を重

要政策の一つとして打ち出した。そして、2020年の訪日外国人旅行者2,000万人、2030年の3,000万人と

いう目標達成に向けて、訪日ビザ発給要件の緩和や免税制度の見直しなど、外国人旅行者の受け入れ環

境整備を積極的に進めている。こうした取り組みに円安等が追い風となり、2014年の訪日外国人旅行者

数は1,341万人と、前年から約30％増加し、訪日外国人旅行者の観光消費額も初めて２兆円を突破した。 

しかし、インバウンドの効果は、首都圏やゴールデンルートなど主要都市に集中しており、地方にま

で波及していない。加えて、わが国の旅行消費額（23.6兆円）の約９割を占める国内居住者による「国

内観光」は、ここ数年も微増に止まっており、長期的な低迷から脱しておらず、地域間に格差が見られ

る。 

観光を地方創生に 大限活かすためには、インバウンドを含む旅行者を、全国各地に幅広く分散・拡

大させ、均衡のとれた観光振興を推進していく必要がある。それと同時に、観光を単なる交流人口の拡

大に終わらせず、業種を越えた産業間の連携による地域産業の育成、雇用の拡大、地域社会の再生につ

なげていくことが重要である。 

以上の考えに基づき、日本商工会議所では、以下の３つの観点から提言を取りまとめた。 

 

１．「国内観光」と「インバウンド」の両輪による観光振興の促進 

現在、空路による訪日外国人旅行者の約９割が、首都圏空港、国際拠点空港などの主要７空港から

入国しており、それ以外の空港利用はそれぞれ１％に満たない。また、主要７空港が所在する地域に

おける外国人旅行者の宿泊は約８割と、滞在先も特定都市に集中している。さらに、首都圏空港等の

空港容量および、東京や大阪などの大都市の宿泊施設の収容数は限界に近づいている。 

今後、さらなるインバウンドの拡大を実現するためには、わが国全体での観光振興の推進が不可欠

であり、特に、玄関口となる首都圏空港、国際拠点空港等の整備・拡充および都心部とのアクセス改

善、情報通信環境のさらなる整備等による、大都市圏のグローバル観光都市としての機能強化が重要

である〔「Ⅲ．全国的な取り組みに関する具体的な要望事項」（193～209頁参照）〕。そして、これらに

加えて、大都市に次ぐ新たな地域観光の核となる「交流拠点都市」（仮称）を構築し、その周辺地域

との連携により、全国各地に旅行者を行き渡らせる仕組みを作り上げることが必要である〔「Ⅱ．地

方創生の観点から重点的に取り組むべき事項」（188～192頁参照）〕。 
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交流拠点都市は、大都市および周辺地域とのネットワークを整備するとともに、産業観光などの新

たな観光開発を推進することが求められる。また、周辺地域においては、自然、歴史、文化、食など

地域固有の資源を活用し、観光の魅力向上を図り、国内観光の推進とともに、外国人旅行者の地域へ

の誘客を促していく必要がある。 

以上のように、国内居住者による「国内観光」と「インバウンド」を両輪とした観光振興の促進に

より、観光による地域の消費拡大と雇用促進を実現させ、地方創生につなげていくことが重要である。 

 

２．観光関連産業のイノベーション促進と地域内産業間の連携と協働 

観光を地域経済・社会の活性化の原動力としていくためには、旅行者などの域外からの需要の獲得・

拡大を図ると同時に、それを域内での消費、生産・サービス活動、雇用、投資の拡大に結びつけてい

くことが重要である。この観点から、「観光客数」のみならず地域に直接的な経済効果をもたらす「観

光消費額」の拡大に力点をおいた取り組みの強化が必要である。 

観光関連産業の育成・強化のみならず、一次産業をはじめ多様な産業の連携による新事業開発など、

観光を通じた業種を越えた地域産業の連携・協働関係の構築とイノベーションの促進により、地域産

業の活性化を図ることが重要である。 

 

３．関係府省庁、国と自治体、自治体間の垣根を越えた推進体制の構築・強化 

現在、観光庁をはじめとする関係府省庁が観光振興に関与しているが、全体を統括・運営する司令

塔が不在のため、各々の事業が個別に実施され、連携が取れず非効率なものもある。観光担当大臣の

強力なリーダーシップのもと、観光庁が観光に係る施策を総合的に調整できるよう体制を構築・強化

し、戦略的に観光振興策を推進することが必要である。 
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Ⅱ．地方創生の観点から重点的に取り組むべき事項 

１．交流拠点都市の構築による観光の振興 

「交流拠点都市」は、同都市内もしくは隣接都市内の地方空港や高速道路、高速鉄道の交通インフ

ラを生かし、インバウンドの分散化・拡大の受け入れ先として、首都圏空港・国際拠点空港等とのネッ

トワークの構築並びに、海外からのチャーター便や直行便の乗り入れ拡大を図っていくことが必要で

ある。 

また、歴史的建造物、旅館、空き家等の既存のストックおよび ICT による情報を、有効に整備・活

用し、観光開発を進めるとともに、周辺地域との二次交通の整備を図り、交流拠点都市を核とした周

辺地域を含む広域連携観光を促進することが重要である。 

●地域観光の核となる「交流拠点都市」を国が指定し、税財政措置などの重点的支援により、そこ

を拠点として周辺地域に旅行者を行き渡らせる。併せて、戦略的プロモーションの推進により、

国全体の観光の量的・質的充実を目指す。 

 

（１）交流拠点都市の指定に備えるべき要件 

政府は、原則として以下の条件を満たす都市を「交流拠点都市」として、公募により10カ所程度

を指定する。 

○成田、関西、羽田、福岡、中部、新千歳、那覇の７空港に次ぐ国際線就航が可能な地方空港や高

速道路、新幹線等の高速鉄道が利用可能な都市。 

○自地域内や周辺地域に優れた観光資源を有し、二次交通等のアクセス、宿泊施設の容量など、周

辺地域を含めて、内外の旅行者を集客することが潜在的に可能な都市。 

○インバウンドとアウトバウンド（日本人の海外旅行）の双方向の送客システム（ツーウェイツー

リズム）の構築が見込まれる都市。 

 

（２）交流拠点都市における取り組み 

交流拠点都市の自治体は、空港、航空会社、鉄道会社、旅行会社、商工会議所、関係団体等と連

携して、以下の取り組みを推進する。 

【交流ネットワークの強化】 

○首都圏空港・国際拠点空港等と、交流拠点都市もしくは隣接都市に所在する地方空港との航空ネッ

トワークの促進、並びに同地方空港へのチャーター便や LCC 誘致など路線の拡大を図る。 

○三大都市圏等との高速鉄道や高速バス等によるネットワークの促進、路線の拡大を図る。 

○地方空港や高速鉄道の拠点駅等から、周辺地域への二次交通(バス、鉄道)の整備を推進する。 

【地域の観光開発、魅力の向上】 

○免税店の増大によるショッピングツーリズムの推進など地域での観光関連消費の拡大を図る。 

○地域の観光資源を磨き上げ、産業観光、エコツーリズム、医療観光、スポーツツーリズムなど、地

域特性に応じた新しい観光開発を促進する。 

○税制・財政等の優遇措置を活用し、ホテル等の観光施設の開発・誘致、観光関連産業の育成を促進

する。 

【広報・プロモーションの強化】 

○インバウンドの誘致対象国を定め、JNTO およびクールジャパン機構との連携により、海外から交流

拠点都市への誘客促進のキャンペーン、ファムトリップなどのプロモーションを推進・強化する。 
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（３）交流拠点都市に対する政府の支援 

１）交流拠点都市に必要な財政・金融・税制上の措置を講じるものとする。 

【想定される支援策】 

〔財政支援〕 

・交流拠点都市と周辺地域を結ぶ二次交通や、交流拠点都市内の鉄道・バス等の交通システムの育

成・強化への重点的な支援 

・ターゲットとするインバウンド対象国からの旅行会社・航空会社の招聘、旅行客誘致戦略の策定・

実施に関する専門家の派遣など、誘致活動への強力な支援 

・海外メディアにおける交流拠点都市・周辺地域の特集番組の放映、主要誌への掲載、国際展示会

への出展、海外メディアの当該地域への招聘など、拠点地域に特化した海外プロモーション事業

実施への支援 

・その他、交流拠点都市が計画する事業に対する必要な支援 

〔金融支援〕 

・ホテル、旅館、土産品小売店、飲食店など観光関連施設の新設、増設に必要な設備資金の低利融

資・利子補給 

・観光関連事業の創業に必要な運転資金の低利融資 

〔税制措置〕 

・観光関連施設・設備の投資に対する法人税の特別償却または税額控除および特例措置を受ける事

業実施者の所得控除 

２）国家戦略特区、総合特区、構造改革特区、観光圏などで実施されている観光関連の特例措置を、

交流拠点都市において、全国に先駆け先行適用する。 

なお、上記支援に必要な立法措置を講じるものとする。 

【参考】 

・訪日外国人旅行者の空路による入国の 90.1％が成田、羽田、関

西、中部、福岡、新千歳、那覇（成田、羽田で 47.3％）。外国人

旅行者を全国に分散・拡大させるためには、これら空港所在都

市に加えた新たな核となる都市（「交流拠点都市」）を国が指定

し、戦略的なインバウンドを促進していくことが必要。 

・訪日外国人旅行者が利用しやすい鉄道・バスの共通割引チケッ

トの発行など、鉄道会社やバス会社等の公共交通機関の協力に

よる交通環境の整備も必要。 

（各地域の動き） 

▼北海道新幹線開通に向けた広域連携の推進（青森県青森市、弘前市、八戸市、北海道函館市） 

・平成 28 年春の北海道新幹線「新青森－新函館北斗」間の開業に向け、平成 25 年３月、青森県青

森市・弘前市・八戸市、北海道函館市の４市が連携して、「青函圏観光都市会議」を設立。首都圏

を中心にプロモーションを展開しているほか、４市で開かれるマラソン大会を巡ると抽選で宿泊

利用券や特産品が当たる「青函圏マラソンラリー」を実施する予定。さらに、平成 28 年４月から

平成 29 年２月までの期間、広域大型観光キャンペーンとして、「青函圏周遊博」の開催が計画さ

れている。 

 

訪日外国人旅行者の空港利用状況

（平成26年） 
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２．観光ネットワークの構築による観光の広域展開 

国内観光の促進と外国人旅行者の各地への分散・拡大には、周辺地域における魅力ある観光開発と

ともに、交流拠点都市などを支点とする観光ネットワークを構築し、地域間相互の連携による広域観

光の展開が必要である。 

●周辺地域においては、業種を越えた連携・協働関係の構築などにより、地域固有の資源を活かし

た新たな観光商品・サービスの開発を推進していくことが必要である。 

 

（１）周辺地域の重要性 

○訪日外国人旅行者を広く各地に行き渡らせるためには、大都市や交流拠点都市などからの旅行者

の受け入れ先となる魅力ある周辺地域が必要・不可欠である。 

○同周辺地域は、地域資源を活用した観光開発等により、まずは、国内旅行者の集客において競争

力を備えていることが必要である。 

 

（２）周辺地域における取り組み 

○交流拠点都市とその周辺地域は、地域の特色を活かした観光圏を形成し、様々な観光商品・観光

サービスの造成・開発を促進する。 

▼北陸新幹線の開通を見据えた連携の促進（石川県金沢市） 

・石川県金沢市は平成 25 年３月、平成 27 年３月の北陸新幹線金沢駅開業を見据え、新たな都市像

「世界の『交流拠点都市金沢』をめざして」を策定。これに先駆け、平成 24年 11 月には、「ミシュ

ラン・グリーンガイド・ジャポン」で３つ星の観光資源を有する、金沢市、富山県南砺市、岐阜

県白川村・高山市の首長が集い意見交換する「広域観光サミット」を開催し、北陸新幹線開業を

見据えた誘客に係る情報共有や相互連携を行った。 

▼瀬戸内しまなみ海道を活用した自転車ツーリズムの推進（広島県広島市） 

・広島県広島市は、原爆ドーム、嚴島神社という２つの世界

遺産を有す。近年、同県尾道市と愛媛県今治市と連携し

て、「瀬戸内しまなみ海道」を活用した官民連携による観

光振興を進めている。平成 26 年７月には、平成 28 年３

月末までの時限措置で、同海道自転車道の通行が無料と

なったことから、広島県内の代表的な観光ルートに加え、

瀬戸内の島々を巡るサイクリングや、四国での観光など、

圏域を越えた観光振興の期待が高まっている。 

▼地元空港を活用した誘客強化（静岡県沼津市、三島市、下田市、伊東市、熱海市） 

・平成 21 年に開港した富士山静岡空港の利用促進と需要拡大を図

り、空港を活用した伊豆地域の産業経済の活性化や東部地域の発

展等を目的に、静岡県の沼津、三島、下田、伊東、熱海の５商工

会議所は、「伊豆地域富士山静岡空港利用促進連絡会」を発足。中

国を中心に外国人旅行者の誘致を推進しており、現地旅行会社を

伊豆地域に招聘するモニターツアーをはじめ、プロモーション活

動を実施している。 
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○周辺地域においては、歴史・文化・伝統・産業を活かした教育旅行・体験ツアーや、自然や食を

活かしたグリーンツーリズムなど、旅行者のニーズに対応して、地域資源を活用した新たな観光

商品・サービスの開発を促進する。 

○交流拠点都市および他の周辺地域と連携のうえ、宿泊を伴う観光あるいは日帰り観光のいずれを

ターゲットとするかなど、地域の特性、実情に適した観光戦略を策定・推進する。 

○交流拠点都市および他の周辺地域との連携により、それぞれの地域にしかない観光資源や祭りな

ど、期間限定の観光商品や季節ごとのイベントを組み合わせることで、旅行者の訪問時期や地域

を分散化させ、地域全体の観光のボリュームの拡大を図る。 

○交流拠点都市などを軸とした、２地点間のライン型からその発展型となる３地点間のトライアン

グル型、それ以上の多地点間のラウンド型など、地域の特色を反映した広域観光ルートを開発し、

情報発信・受け入れ体制の整備を図る。 

 

（３）周辺地域に対する政府の支援 

・地域における観光戦略策定の参考となる観光統計データの整備・提供 

・ニューツーリズム開発のための専門家の派遣等の支援 

・地域資源を活用した特産品、観光商品の開発のための支援の拡充 

・コミュニティバス等の域内交通システム整備への支援 

―――――― など 

【参考】 

・JR 九州のななつ星に代表される観光列車が全国的な広がりを見せている。こうした観光列車やク

ルーズ船と各地の地場産品、飲食等をつなげることで、地点間交流の促進を図ることも可能（ま

た、地域鉄道を活用した観光列車の育成も地点間交流という観点から有効）。 

 

なお、訪日外国人旅行者の主たる入口となっている三大都市圏や豊富な国際路線を有する空港の所

在都市においては、空港とそのアクセス整備、CIQ のさらなる改善、多言語案内表示や無料公衆無線

LAN の一層の向上など、グローバル観光都市としての受け入れ体制の強化が必要である。 

 

３．観光関連産業のイノベーションと産業間連携の促進 

観光を地域活性化のための重要な経済・文化活動と位置づける。その持続的な取り組みを推進する

ためには、観光関連産業の育成・強化はもちろん、一次産業をはじめ様々な産業の連携・相互補完に

よる新商品・サービスの開発など、観光を通じた地域産業の育成とイノベーションの促進を図ること

が重要である。 

●「観光客数」のみならず、観光関連産業を通じて「観光消費額」を拡大させ、地域経済の活性化

につなげる。 

 

（１）観光関連産業の育成・強化 

○自然･風景､コト(歴史･伝統･芸能･文化)､食など地域固有の資源を､ストーリーを付けて編集・開

発し、域外から多くの人々を呼び込むことは、地域に消費・雇用の拡大などの経済的な効果をも

たらすだけでなく、地域文化の普及、向上にもつながる。こうした点を踏まえ、観光関連産業を

育成していくことが必要である。 
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○それぞれの地域における産業特性を踏まえつつ、観光を通じた様々な産業の協働･補完体制を構

築し、地域内の雇用の拡大、投資の促進につなげていくことが必要である。 

○工場視察、農作業体験など、それぞれの産業の観光要素を有する取り組みを推進し、ビジネスに

つなげることで、産業のイノベーションを図っていくことが重要である。 

○歴史的建造物や文化施設のレストラン、カフェ等としての利用など、地域素材の新たな観光資源

としての有効活用の促進が求められる。そうした取り組みにより起業した中小・零細企業を、観

光クラスターとして形成することにより、魅力的な観光の創造と地域産業の育成を促進する。 

○地域内のインフラ整備、都市機能強化という観点から、地元自治体、関係団体、住民の協働によ

る、まちづくりと一体となった観光振興の取り組みが重要である。 

○こうした観光関連産業の育成や観光を通じた多様な産業の協働・補完体制の構築には、人材が不

可欠であり、自治体、大学、専門学校、企業などが一体となった人材育成の仕組みづくりが必要

である。 

 

（２）政府による支援 

・観光関連産業の創業や企業育成のための財政・税制上の支援 

・観光人材の育成に向けた研修システム、助成制度の構築などの支援 

・PPP（官民パートナーシップ）の推進による公用・公共保存施設や公用地等の観光振興への活用

の促進 

・地域の観光素材となる郷土芸能・文化・祭り等の保存・育成のための補助・助成制度の拡充 

・農山漁村体験ツアーの促進に向けた旅行業法の見直し 

―――――― など 

【参考】 

・ユニークベニューとは、歴史的建造物や公的空間等で会議・

レセプションを開催することで、特別感や地域特性を演出

できる会場のこと。 

・桐生商工会議所（群馬県）は、地域内の近代産業施設である

ノコギリ屋根工場をカフェやレストラン、パン屋等の店舗

としてコンバージョンさせることで、観光資源として再生。 

・東京都新宿区にある小笠原伯爵邸は、東京都の保存施設だっ

たが、PPP 事業として民間事業者に保存を目的に業務委託。

現在、レストランとして施設の有効活用が行われている。 

・徳島県神山町では、町内の空き家を活用して、IT企業の誘致を進める。ITのみならず、映像関係

の企業やカフェやパン屋などの個人商店も進出し、新たな産業集積が生まれ、地域の魅力向上に

つながっている。 

・旅行業の新形態として、インターネットを活用した宿泊施設等のマッチング事業も生まれている。

国家戦略特区内の空き室と宿泊客のマッチングや、農業・漁業・酪農などの体験、民泊による地

方の人々との交流サービスなどが提供されている。 

 

市内のノコギリ工場を有効活用（桐生）
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Ⅲ．全国的な取り組みに関する具体的な要望事項 

１．「国内観光」と「インバウンド」の両輪による観光振興の促進 

１－１．国内観光 

（１）社会資本の整備・活用と連動した観光振興の推進 

①まち歩きに適した歩行者空間の整備 

歩行者優先の都市空間整備は世界的な潮流となっており、旅行者が訪問地でまちを歩き、人と触

れ合い地域の生活文化を感じることができる、賑わい空間の整備を図ることが重要である。 

都市再生特別措置法、中心市街地活性化法あるいは国家戦略特区に基づく認定地区においては、

道路法における占用許可の特例措置が適用され、道路を活用したイベントやオープンカフェの設

置、景観に配慮した案内表示の配置等が可能である。まちなかの賑わい創出やまち歩き観光促進の

ため、この特例措置を全国に適用拡大されたい。 

【参考】 

・平成 23 年に都市再生特別措置法の改正法が施行され、道路空間を活用してまちの賑わい創出等に

資するための道路占用許可の特例制度が創設。また、平成 26 年には中心市街地活性化法が改正さ

れ、認定を受けた基本計画に対し、道路占用の許可の特例措置が創設。 

・平成 26 年９月、福岡市の国家戦略特区計画が認定され、「エリアマネジメントに係る道路法の特

例」の活用で、国際会議のパーティーやシティプロモーションの実施が可能となった。 

・高崎商工会議所（群馬県）や高崎市は、都市再生特別措置法の改正

を受け、平成 25 年から中心市街地の道路空間を利用した「高カフェ」

をスタート。約 15 店舗の店先にオープンカフェが設置された。ま

た、自転車無料貸し出しサービス「高チャリ」事業も実施し、平成

26 年度の中心市街地の通行量調査では、平成 24 年度比 10.6％増の

延べ 17 万 5,288 人となった。 

 

②歴史的建造物、特別史跡等を観光資源として活用するための利用許可基準の緩和 

わが国には、特別史跡や古民家、武家屋敷などの歴史的建造物が数多く残されており、これらを

観光資源に、宿泊施設やレストラン、オフィスなどとして地域固有の魅力創造に活用していくこと

が重要である。しかし、これら建造物の、宿泊施設としての活用や、敷地内での飲食・販売施設等

の設置については、許可手続きが高いハードルとなっている。 

また、全国には約1,150の近代産業遺産をはじめ、観光素材として魅力的な未利用公用・公共施

設が数多くある。こうした施設を地域資源として有効活用できるよう、支援制度の創設や PPP の促

進などを図る仕組みづくりが必要である。 

【参考】 

・国家戦略特区として指定された兵庫県養父市においては、古民家等の歴史的建造物を宿泊施設と

して活用することが、特例として認められている。 

・歴史的建築物（住宅）の残存数：149 万棟（昭和 25 年以前の住宅数） 

・国指定の特別史跡は､大阪城や登呂遺跡厳島など全国に 61 カ所あり､特別史跡内に観光客向けの

食事処や土産店などの施設を新たに設置するには､文化財保護法（第 125 条第 1項）の規定によっ

て､文化庁長官の許可が必要となる｡また､史跡の重要性や所在地によって､許可申請先が文化庁長

官､都道府県教育委員会､市教育委員会など異なる（文化財保護法施行令第 5条第 4項）。 

統一パラソルでまちなかの 

景観向上（高崎）
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③「空き建築物」を観光資源として有効活用するための規制の見直し 

地域に点在する廃校や商店街の空き店舗などの「空き建築物」は、地域の観光資源やコミュニティ

スペースとして活用することで、交流人口の拡大を図ることができる。しかしながら、建築基準法

の規制上、用途変更を行う場合は、建築基準に適合させるための改修を行ったうえで建築確認を行

う必要があり、相当の費用が必要となることや、建築物本来の味わいが失われてしまうといった問

題がある。 

耐震性の確保など一定の安全基準を満たすことを前提に、地域に眠る空き建築物の再利用が促進

されるよう、建築基準法上の規制の見直しを図られたい。 

また、国家戦略特区では、７～10日以上の滞在を条件に、外国人の滞在施設について、構造設備

基準や衛生措置等の旅館業法上の規制の適用が免除されている。特区で認められている外国人滞在

施設事業に対する旅館業法の適用免除措置を、安全性の確保を前提として全国で認められたい。 

FIT（海外個人旅行）の増加に伴う旅行者の多様化により、日本人の生活体験を楽しむための古

民家での宿泊や農山漁村の民泊へのニーズが高まっており、外資系の宿泊手配サイト事業が加速し

ている。現状の仕組みでは、国内事業者の空きアパート等を活用した宿泊施設営業の事業範囲が国

家戦略特区等に限定されており、規制緩和によって海外事業者と対等な競争条件とすることは、国

内事業者の育成、外国人旅行者に対する高品質なサービスの提供という観点からも重要である。ま

た、今後の訪日外国人旅行者の増大を想定した宿泊施設の拡充にもつながることから、早期導入を

検討されたい。 

【参考】 

・建築基準法（第６条第１項、第 87 条第１項）において、建築物を他の用途に転用し、旅館など（建

築基準法別表第１に掲げる特殊建築物（100 ㎡超））にするためには、用途別に定められている建

築基準に適合させる必要がある。 

・国家戦略特別区域の外国人滞在施設経営事業として、政令で定める要件（７～10 日間以上の滞在

など）に該当し都道府県知事が認定した事業については、旅館業法の規定は適用されない。 

・旅館業法施行令（第１条第３項第１号）は、簡易宿所施設の構造基準として、客室の延床面積が

33 平方メートル以上であることを規定しているが、農山漁村余暇法（第２条第５項）に規定する

農林漁業体験民宿業の施設については、旅館業法施行令（第１条第３項第１号）の基準は適用さ

れない。 

 

④電線の地中化・無電柱化の推進 

安全で快適な通行空間の確保をはじめ、災害の防止、良好な景観の形成、歴史的まちなみの保全

などの観点から、電線類の地中化・無電柱化をより一層推進されたい。 

 

⑤水辺空間の整備と舟運ネットワークの構築 

水辺の周辺には、神社仏閣など歴史的な観光資源が多く存在し、これらをつなぐ舟運ルート自体

にも、観光としての価値がある。新たな舟運ルートの開発、取り組みに対する支援を行うとともに、

船舶が運行するための川幅や川底等の環境整備や、防災船着場の平常利用に関する仕組みづくりを

推進されたい。 
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（２）市町村域、県域を越えた広域連携観光の促進 

①「観光」と「まちづくり」の関係機関の協働促進 

交流拠点都市を核とした、周辺地域とのネットワークの構築は、地域の経済活動の活発化、医療・

福祉・生活機能の確保、高齢者が安心して暮らせるコンパクトなまちづくりの推進にもつながる。

広域連携による観光ルート・プログラムの開発などの取り組みを、単に観光振興にとどめず、まち

づくりの取り組みと連動・協働させることによって、地域活性化、地方創生の推進を図ることが期

待できる。このため、地域において観光振興に関わる観光協会と、まちづくりに関わるまちづくり

会社や中心市街地活性化協議会などの組織、商工会議所、自治体、住民などが連携して推進する、

まちづくりと一体となった観光振興への支援が求められる。 

 

②二次交通網の整備による地域への誘客促進 

新幹線等、高速交通インフラの整備は、広域ネットワークの強化、交流人口の増加につながる一

方で、ストロー現象を生む可能性も有している。新幹線の停車駅等と周辺地域とを接続する地域鉄

道、バス等の二次交通網を整備し、旅行者の地域への誘客につながる観光ルートの整備・構築を地

域が一体となって推進することが求められる。また、国による整備への強力な支援が求められる。 

特に全国に91ある地域鉄道は、地域住民の足であるだけでなく、地域経済の活動基盤となってい

る。その維持・有効活用を図る観点から、観光列車として活用するなど、まちづくりと連動した地

域経済の活性化につなげていくための取り組みを促進させる必要がある。 

 

（３）地域におけるニューツーリズムの推進 

ニューツーリズムは、観光産業以外の産業との連携による、地域の環境や特色を活かせる観光と

して注目され、スポーツツーリズムやエコツーリズム、農林漁業体験民宿によるグリーンツーリズ

ムなど、様々な取り組みが行われている。地域が取り組むこれらニューツーリズムをさらに促進す

るために、国による財政的支援、専門家派遣などの人的支援、国内外への情報発信など、支援の強

化を図られたい。 

また、外国人富裕層を対象とした医療ツーリズムの推進強化、障害者や高齢者をはじめ誰もが安

心して旅行することができる「ユニバーサルツーリズム」の拡大など、政府、自治体、民間が連携

して、バリアフリー化と訪日プロモーションの強化に取り組むことが必要である。 

【参考】 

・奄美大島商工会議所（鹿児島県）では、平成 21 年から「奄

美観光桜マラソン」を実施。奄美ならではの風景を満喫

できるスポットをコースに組み込むとともに、特産品を

参加者にふるまうなど、奄美ならではの「おもてなし」を

提供。スポーツ関連雑誌への募集広告の掲載や、域外の

県人会への周知等により、県外からの参加者が増え、宿

泊増につながっている。平成 27 年２月に開催した第７回

大会には、過去 高の 1,900 人以上が参加。 

 

 

 

県内外から多くの人が参加 
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（４）日本人の国内観光需要の喚起 

①体験型プログラムを取り入れた国内教育旅行の促進 

国内観光を推進するためには、自然、文化・歴史など様々な角度から未だ知られざる地方の魅力

を、これまで以上に広く積極的に周知することが重要である。 

児童・生徒を対象に、地方の魅力の体感、観光に関する興味・関心と理解促進の機会を提供する

ため、農山漁村体験をはじめ、地域の自然、文化・歴史などの体験プログラムにより構成される国

内教育旅行を促進することが必要である。そのためには、地域におけるストーリー性をもった観光

ルート、プログラムの策定と、自治体、国による広報・周知活動の推進が求められる。 

【参考】 

・広島商工会議所（広島県）が中心となり、平成 12年に広島

県、山口県にまたがる広島湾域の７市６町の自治体、商工会

議所、商工会等で構成する｢広島湾ベイエリア・海生都市圏

研究協議会｣を設立。平成 19 年度から、瀬戸内海の島々の魅

力を活かした体験型修学旅行誘致を官民一体で推進し、地

元の人々との交流体験の場を提供。これまでに累計 132 校・

２万人以上の生徒を受け入れた。 

 

②地域の観光資源としてのプロスポーツの有効活用 

近年、地域の観光資源としてのプロスポーツの役割が高まっている。国民に人気の高い野球と

サッカーは、春から秋にかけての同時期に開催されており、サポーターを含む観客の各地開催地へ

の動員を奪い合っている状況にある。他のスポーツも含め、それらの開催期間を調整、分散化する

ことによって、それぞれの観客数を増加させることが可能となり、スポーツツーリズムの促進、地

域への交流人口と旅行消費額の増加を図ることが期待できる。加えて、球場等の施設利用の促進、

有効活用にもつながり、2020年オリンピック･パラリンピックに向けたスポーツ需要の拡大、地域

における受け入れ環境の整備にもつながる。 

したがって、各競技間の調整を図り、開催時期、場所の分散化により１年を通じて様々なプロス

ポーツを楽しめる仕組みを構築することが望まれる。 

感動体験の場を提供 
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【参考】 

・Ｊリーグ・モンテディオ山形の地元や天童商工会議所(山形県)では、年間約 20 万人のサッカー観

戦者を対象に、観光コースの情報発信や旅館の宿泊、土産品の割引等の仕組みを構築。こうした

アウェーに来るサポーターを対象とした「アウェーツーリズム」の注目が高まっている。 

・Ｊリーグの普及に伴い、地域ではスタジアムの建設が活発化しているが、こうした建設を地域の

観光振興とまちづくりに連動させることが必要。多機能複合型、民間活力の導入、まちなか立地

など、「スマート・ベニュー」（地域の交流空間となりえる施設）として、持続可能な施設運営が

行える仕組みを導入・推進し、2020 年オリンピック・パラリンピックとその後を踏まえた施設整

備、活用を視野にいれることも重要。 

[現在建設工事中] ガンバ大阪･新スタジアム、長野パルセイロ･新スタジアム 

[建設決定] 京都･亀岡スタジアム、北九州･小倉新スタジアム 

[建設計画実行] 八戸･新スタジアム、那覇･新スタジアム 

[建設構想] 広島、山形、富山、相模原、清水、長崎、甲府、徳島、福島、名古屋、浦安 

・ガンバ大阪の新スタジアムは、建設費約 140 億円のうち、約

106 億円を寄付（法人 721 社、個人延べ 34,627 人）によって

賄い建設。建設されたスタジアムは、吹田市に寄付され、ガ

ンバ大阪が指定管理者となり運営するという PPP による取り

組み。今後の施設建設・運営、という観点からも注目を集め

ている。 

 
１－２．インバウンド 

（１）空港・港湾の整備・強化 

①国際拠点空港の容量拡大・整備、地方空港とのネットワークの強化 

訪日外国人の約半数が羽田・成田の首都圏空港を利用している。首都圏空港における国際線需要

は、概ね2020年代前半には約75万回と空港容量の限界に達する見込みである。首都圏空港の容量拡

大をはじめ関西、中部の国際拠点空港のフル活用や地方空港の利用促進など、全国の航空ネット

ワークのさらなる連携・充実を早期に図り、受入機能を強化する必要がある。 

具体的には、オープンスカイの推進、LCC やチャーターフライトなどを含む新たな航空事業者の

参入促進、国際拠点空港と地方空港との機能分担やネットワーク強化などの推進、さらには、ビジ

ネスジェットの受入環境の整備が求められる。 

また、都心上空の飛行の実現や、国際拠点空港等の深夜早朝時間帯における新規就航・増便分に

係る国際線の着陸料の割引、深夜バス等を運行する事業者向けの支援、都市中心部と空港との交通

アクセスの向上など、様々な方策の検討、実施が必要である。 

 

②港湾の整備促進によるクルーズ船の受け入れ拡大 

平成26年のクルーズ船により入港した外国人旅行者は前年比2.4倍の約41.6万人で、全国106の港

に寄港した。政府は、2020年のクルーズ船による入国外国人旅行者数100万人を目標に掲げている

が、クルーズ船専用ターミナルは全国に９つのみで、そのほとんどが、貨物港との併用となってい

る。接岸する岸壁延長や水深不足の解消など、大型化するクルーズ船への対応を含め、港湾インフ

ラの早期整備が必要である。 
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海外からの訪日ルートは、空以外は海のみであるという観点から、クルーズ観光の受け入れ促進

が重要であり、例えば、瀬戸内海を対象としたクルーズ観光開発を国家的なプロジェクトとして進

めるなど、積極的な取り組みを図られたい。 

なお、現在、わが国が保有するクルーズ船は３隻にとどまっており、外国籍のクルーズ船の日本

への寄港を拡大していく必要がある。しかし、飛行機や船による国内運航は、自国事業者のみに限

定されており、日本発着の外国籍クルーズ船は、海外の港に立ち寄ることで、同規制（海運カボター

ジュ規制※）を回避している。近年のクルーズ船の大型化（直近では4,000人超乗船可）など、ク

ルーズツーリズムの可能性は大きく、より多くのクルーズ船が全国各地に寄港できるよう、外国籍

の船舶に対する運航制限を、観光クルーズ船に限り緩和されたい。 

【参考】 

・舞鶴港（京都府）は埠頭の利用転換、岸壁や CIQ 施

設の整備による既存ストックの有効活用で、外航ク

ルーズ船の誘致を進める。現在、全国クルーズ活性

化会議、京都舞鶴港クルーズ誘致協議会（舞鶴市、

舞鶴商工会議所等が参画）を中心に、自治体、企業、

国が連携した誘致活動を展開しており、寄港回数が

急増。その経済波及効果は２億 6,000 万円（平成 26

年）にのぼる。 

(※)カボタージュ規制とは、飛行機や船による国内運航を自国事業者のみに限定するという規制。船舶法

第３条により、自国内の物資または旅客の輸送は原則として自国籍に限っているほか、「海洋基本計

画」（平成 25 年４月 26 日に閣議決定）にも上記規制を維持することが明記。 

 

（２）訪日ビザ発給要件等のさらなる緩和 

①訪日ビザ発給要件の緩和 

日本への旅行者増加が見込まれる国々に対し、ビザ発給要件の緩和や免除を進められたい。特に、

訪日プロモーション重点市場に追加された市場のうち、人口規模の大きさや、訪日客数の高い伸び

が期待できる中国、インド、ブラジル、フィリピン、ベトナム等に対する、さらなる要件緩和を期

待する。また、ASEAN は今年12月に経済共同体の構築が予定されていることから、メンバーのミャ

ンマー、カンボジア、ラオスについても、工程表を作成し、戦略的な緩和を進められたい。 

 

②外国人の長期滞在促進に向けた在留資格の見直し 

昨年改定された「日本再興戦略」を受け、外国人富裕層を対象に、観光目的による滞在期間を

長１年とする入管制度（在留資格）の見直し準備が進められている。本制度については、当初の予

定通り、平成27年度中に実施するとともに、一定以上の資産保有や、配偶者の同伴可能化など、旅

行者の受け入れ要件設定等、有効な制度設計を図られたい。 

【参考】 

・「『日本再興戦略』改訂 2014」において、海外富裕層を対象とした長期滞在を可能とする制度が、

観光目的による滞在期間を 長１年とする方向で、平成 27 年度からの実施を目指すことが盛り

込まれている。 

・新制度案は、「査証免除措置を行っている国・地域」「3,000 万円以上の預貯金」「50 歳以上」等の

まちなかで体験イベントを実施 
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一定の要件を満たす外国人に対して、特定活動という在留資格を与え、６カ月以上の在留を認め、

１回の更新を可能とし、観光目的で 長１年間在留できるようにするもの。 

 

③寄港地上陸許可制度等の活用による訪日外国人旅行者の増大 

昨年改定された「観光立国実現に向けたアクション・プログラム」を受け、トランジット旅客の

うち国際線通過旅客の入国促進を図るため、本年３月より、成田空港において「Narita Transit 

Program」がスタートしている。 

国際線通過旅客の入国促進は、訪日外国人旅行者の増大や、訪日リピート化の促進、空港施設等

の利用増による空港周辺地域の活性化にもつながることから、寄港地上陸許可制度（ショアパス）

を活用した新たな枠組みを早期に構築するとともに、各地の空港でのトランジットプログラム導入

について促進されたい。また、地方への観光客取り込みのため、韓国で認められているような乗継

客向けの無査証入国制度の導入や、トランジット・ビザのインターネットによる発給など、発給方

法の見直しを図られたい。 

【参考】 

・昨年のアクション・プログラムを受け、９月にトランジット旅客の訪日観光促進協議会が設置さ

れ、「トランジットプログラム WG」「トランジットプログラムプロモーション WG」「寄港地上陸許

可制度（ショアパス）活用検討 WG」が発足。成田空港の先行導入を目的に協議。 

・上記を受け、３月１日より成田空港でトランジットプログラムが本格的にスタート。同プログラ

ムは、２～３時間で、成田山新勝寺での文化体験や多古町での里山体験など、空港周辺の日本の

文化、おもてなしに触れる機会を提供。 

・寄港地上陸許可制度（ショアパス）では、72 時間の範囲内での上陸が許可されることから、国際

線通過旅客の国内観光・ショッピング機会の提供により、国内消費の増大につなげることが可能

で、現在、政府では、本制度を活用した新たな枠組みを検討中。 

・韓国では、外国人の乗継客が、観光へのビザが免除されていない場合であっても、米国、日本、

カナダ、オーストラリア、ニュージーランドいずれかの国のビザを取得し、 終目的地までの航

空券を所持している場合には、30 日間の無査証入国を認めている。 

・国際線通過旅客に日本での 大 14 日間の滞在を認めるトランジット・ビザ制度があるが、予め在

外公館の窓口で申請・取得する必要がある。オーストラリアやカンボジアでは、容易に取得でき

るよう、主要空港やネットで発給を行っている。 

 

（３）空港・港湾における出入国手続きの迅速化・円滑化 

訪日外国人旅行者の利便性向上を図るために、空港・港湾での出入国手続きのさらなる迅速化を

進める必要がある。具体的には、国際会議の参加者や VIP 等の空港での出入国手続きの迅速化を図

るため、CIQ の関係省庁、航空会社および空港会社等が連携し、ファーストレーンの設置拡大や、

入国審査にかかる予算・要員の充実を図り、必要な物的・人的体制の整備の推進が求められる。 

既に、首都圏空港では、出入国手続きの迅速化・円滑化が進められており、地方空港においても

出入国手続きの迅速化・円滑化に向け、CIQ 要員の増強などの対策強化に取り組むべきである。 

また、大型クルーズ船についても、日本の寄港地での滞在時間の有効活用のため、前寄港地等か

ら入国審査官が乗船し実施する船上審査の導入・拡大による手続きの円滑化が求められる。 
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（４）訪日外国人旅行者受け入れ促進のための環境整備 

①免税店の拡大に向けた制度の周知徹底と許可要件の明確化 

昨年10月に実施された免税店（輸出物品販売場）の全品目免税対象化は、訪日外国人旅行者の消

費を促す契機となったほか、2020年に向けて全国の免税店数を１万店に倍増させるという目標も前

倒しで達成の見通しとなった。さらに、本年４月からは、商店街やショッピングセンターが第三者

への代理委託により、免税販売手続きを一括カウンターで実施できるよう制度改正が行われたこと

を歓迎する。今後は、免税店許可要件の明確化、手続きの簡素化と制度周知を図り、小規模事業者

や地方の免税店の拡大を促進されたい。 

【参考】 

・平成 26年 10 月１日時点の免税店数は 9,361。 

・店舗の負担軽減、外国人観光客等の免税手続の煩雑さ解消を進め、免税制度の利用促進を図る観

点から、平成 27 年４月１日より免税制度が改正。 

・これにより、①商店街振興組合の組合員が経営する店舗、②一棟の建物内にある店舗、③中小企

業等協同組合の組合員が経営する店舗、④大規模小売店舗の施設内にある店舗、での免税手続き

の第三者委託（一括カウンターでの処理）が可能。また、クルーズ船の寄港時に埠頭へ免税店を

臨時出店する際の手続きが簡素化された。 

 

②観光案内所の増設および観光案内機能の強化 

訪日外国人旅行者が、慣れない土地で不自由なく快適な観光をするためには、交通機関の要所や

まちなか、道の駅、高速道路サービスエリアなどでの外国人に対する観光機能の強化が必要である。 

政府は、地方都市における JNTO 認定外国人観光案内所の増設を図るなど、観光案内機能を拡充

されたい。加えて観光案内所の質の向上が求められる。具体的には、民間事業者との連携により、

通訳案内士・特例ガイドの常駐やコールセンターの活用による多言語対応に加え、各種観光ツアー

や交通機関の手配､美術館・コンサートのチケット販売など､旅行者向けのサービスをワンストップ

で提供する機能を観光案内所内に持たせ､旅行者の利便性とおもてなしの向上を図られたい。 

 

③観光案内等の多言語対応推進に向けた支援強化 

訪日外国人旅行者の増加に適応すべく、地域における多言語対応の推進強化が重要である。政府

は、英語表記、ピクトグラムの普及を軸とした支援策の強化を図られたい。 

また、駅前広場や公共施設における無料休憩場の設置や、公共施設や宿泊施設、商業施設などの

観光施設における無料公衆無線 LAN 環境の整備が不可欠である。外国人旅行者への対応として、英

語表記付き地理案内板の設置やデジタルサイネージ（電子掲示板）、スマートフォン、タブレット

等を活用した案内を推進することも求められる。 

【参考】 

・川口商工会議所（埼玉県）は平成 27年３月、JR 川口駅東口に大型ビジョン「新キャスティビジョ

ン」と、近隣の商店街など５カ所にデジタルサイネージを設置。新キャスティビジョンと連動さ

せて、商店街のイベント情報や、近隣河川の増水状況といった災害情報等、幅広い地域情報を発

信。 

・大手印刷会社では、平成 27 年２月から３月末まで、仙台市で開催された国際会議にあわせて、デ

ジタルサイネージを活用した多言語対応の訪日外国人向け情報サービスの実証実験を実施。 
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④公共交通機関における多言語表示・アナウンスの拡充 

訪日外国人旅行者の快適で円滑な移動の実現に向けて、公共交通機関における外国語表記とアナ

ウンスの充実を図るべきである。政府、自治体、民間が連携して、統一性を持った多言語表記の策

定、普及に努めるとともに、遅延等不測の事態の際のアナウンス対応の仕組みについても検討が必

要である。 

 

⑤対象国ごとの対応マニュアルの作成と普及 

政府は、在外公館等と連携して、外国人が感じる不便・不満点を把握し、ムスリム、ベジタリア

ンといった多様な人種、宗教、生活習慣等に対応した「国別接客マニュアル」を作成のうえ、関係

者に周知・普及させ、わが国のおもてなしの向上を推進されたい。 

また、観光業界において、外国人受入への消極的対応や古い商慣習の改善、現金決済が中心であ

る中小規模の飲食店・小売店や旅館におけるクレジットカードの利用促進などに向けた支援、普及

啓発を推進されたい。 

 

（５）「クールジャパン」や「ビジット・ジャパン」と連動した海外観光プロモーションの強化 

和食に代表される食文化、ものづくり技術、伝統文化、芸術など、地域の魅力を「ビジット・ジャ

パン」や「クールジャパン」と一体的に発信・プロモートし、日本ブランドとして展開することが

重要である。 

特に、地域発の観光情報を、海外の TV 等メディアを使って他のコンテンツと一体的、継続的に

発信し、日本への誘客プロモーションや映画等のロケ地誘致につなげることが必要である。政府は、

放送コンテンツ海外展開促進機構（BEAJ）、JNTO 等との連携の強化や、ジャパン・コンテンツ ロー

カライズ＆プロモーション支援助成（J-LOP）の一層の活用を通じて、海外メディアの放送枠等の

確保と地域発の観光情報・コンテンツ供給を推進し、地方都市へのインバウンドを促進する取り組

みを増強されたい。また、地域発の観光情報・コンテンツの制作・海外展開を担う人材の育成も強

化されたい。 

【参考】 

・日本のテレビ番組の海外展開促進を目的に、国内の放送局や大手商社などが中心となって、平成

25 年に「一般社団法人放送コンテンツ海外展開促進機構（BEAJ）」を発足。現在、同機構と商社等

がマレーシア大手メディアグループと連携して、

日本全国を鉄道旅行するテレビ番組「Welcome To 

The Railworld 日本編」の共同制作が進められ、

マレーシアで放送されることが決定。 

・大手商社では、1990 年代からシンガポール地上波

放送局と連携して「Japan Hour」の放送を実施。

現在、アジア・オセアニアを中心に 24 の国・地域

向けに毎週土日の計３回、日本のテレビ局制作の

「土曜スペシャル」（日本の各地観光名所、名物料理等を紹介する番組）を配信。 

・北海道テレビ放送では、外国人が MC を務める地域情報番組「Love Hokkaido」を制作し、日本で

放映するとともに J-LOP を活用し、中国の上海、ベトナム、シンガポール、インドネシア等で放

送。SNS や動画配信などを組み合わせ、北海道の魅力を多くの国に発信している。 

「Japan Hour」のホームページ 
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（６）ビジネス需要の拡大と地域活性化に向けた MICE の促進 

①地方都市への MICE 誘致の促進 

政府では、国際的な MICE 誘致競争に打ち勝つため、「グローバル MICE 戦略都市」「グローバル

MICE 強化都市」を認定し支援しているが、認定を受けた都市はいずれも大都市であり、実際のコン

ベンション（国際会議）も、ほとんどが大都市で開催されている。 

しかし、地方都市においても、地場産業に関連する国際会議の誘致や、地元旅館を活用した宿泊

対応、周辺地域を巡るアフターコンベンションなど、地域ならではの魅力や「おもてなし」を活か

した取り組みが展開されている。 

政府においては、政府主催の国際会議の地方開催をはじめ、大都市での MICE 開催後の地方での

アフターコンベンションやインセンティブツアーを実施するなど、大都市と地方都市との連携や、

地方都市が進める MICE 誘致への支援強化を図られたい。 

【参考】 

・国際的な MICE 誘致競争の強化を図るため、「グローバル MICE 戦略都市」「グローバル MICE 強化都

市」を平成 25 年６月に認定。 

●グローバル MICE 戦略都市（５自治体）：東京都、横浜市、京都市、神戸市、福岡市 

●グローバル MICE 強化都市（２自治体）：大阪府・大阪市、名古屋市・愛知県 

・平成 24 年のコンベンション（国際会議）の開催状況をみると、全 2,337 件のうち、東京 23 区が

500 件と全体の 20％強を占め、以下、福岡市（252 件）、京都市（196 件）と続く。 

・地場産業を活かした取り組みとして、平成 29 年に「第８回世界盆栽大会」がさいたま市で開催予

定。誘致にあたっては、盆栽産業の歴史をはじめ、盆栽を授業に取り入れている地元小学校の様

子などを紹介し、地域に盆栽文化が強く根付いていることをアピール。 

・平成 22 年８月に、山形県上山市の「かみのやま温泉」で「第９回国際計算機情報科学会」が開催。

参加者 200 人のうち半数近くが訪日外国人。旅館文化体験など、旅館ならでの「おもてなし」が

好評。 

 

②MICE に関する一元的な情報収集・提供体制の構築 

MICE 誘致を促進していくためには、行政やコンベンションビューローだけでなくミーティング

プランナー、PCO（Professional Congress Organizer)、施設、ホテルなどの多くの事業者の連携

が必要である。また、JNTO や地方自治体、コンベンションビューロー、地方大学等が連携して、

MICE 案件のデータベースを一元的に管理し、情報提供、相談対応できる体制を整備することが望

まれる。 

 

③MICE の魅力向上に向けたユニークベニュー・公共空間の活用促進 

歴史的建造物や文化施設などをユニークベニューとして活用し、MICE の魅力向上を図ることは、

MICE の誘致を促進するうえでも必須要件となっている。国内には、こうした魅力ある施設が多数

立地している。こうした施設を観光資源として有効活用していくことは、地域の MICE 誘致の競争

力強化につながるだけでなく、地域の魅力創造に効果的である。 

政府は、地域におけるユニークベニューの整備促進を図るとともに、ユニークベニューとして利

用可能な施設の関係者を集めた組織を結成し、ユニークベニュー施設のデータベース化、利用可能

な施設の開発促進を進められたい。 
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【参考】 

・平成 26 年９月に行われた「ジャパン・トラベル・ウィー

ク」（主催：観光庁、日本観光振興協会、日本旅行業協会）

の開催期間中、東京・上野の東京国立博物館で、交流会

「JAPAN  NIGHT」が行われた。「和」のおもてなしをテー

マに、日本の魅力をアピールした。 

・平成 24 年９月 30 日から 10 月４日までの約５日間、福岡

県福岡市内で「第 32

回国際泌尿器科学会総会（SIU）」が開催され、世界 93 カ国

から約 2,800 人が参加。会期中、地元の川端商店街、櫛田神

社、博多町家ふるさと館をユニークベニューに、「会員懇親

会（SIU ナイト）」を実施。地元博多料理の提供や着物の着

付け体験など、日本の文化体験や理解促進に向けて、地域が

一体となって参加者をもてなした。 

 

（７）日本人の旅行需要喚起によるツーウェイツーリズムの実現 

インバウンドの拡大を推進していくために、政府においては、海外との国際相互理解の醸成、経

済交流の拡大を図り、日本と当該国との双方向の観光促進（ツーウェイツーリズム）を進める必要

がある。日本の旅行業界と連携した海外での訪日キャンペーンの実施や、地方自治体、商工会議所

などと協働し、海外姉妹都市・商工会議所の関係を活用した、双方向での送客の促進などの対策が

求められる。 

 

（８）観光を通じた東日本大震災被災地復興の促進 

東北地方をはじめとする東日本大震災の被災地では、訪問観光客数が未だ震災前の水準に回復し

ていない地域が多く、観光を通じた地域活性化を促進し、早期に交流人口を回復・拡大することが

必要である。 

具体的には、風評被害の払拭に向けた国内外への正確な情報発信の強化に加え、大規模な国際会

議の誘致や修学旅行をはじめとする教育旅行を対象とした復興ツーリズムの推進、さらには、里山

文化や三陸地方の食･海･歴史文化等を活かしたグリーンツーリズムの推進や JNTO による海外での

東北デスティネーションキャンペーンの実施など、東北 PR の一層の強化が重要である。 

 

（９）2020 年オリンピック・パラリンピック開催効果の全国への波及 

政府は、2020年オリンピック・パラリンピック開催国という国際的な注目を活かし、事前合宿の

誘致のみならず、スポーツイベントを含む大会前後の MICE の促進を図るべきである。 

オリンピック・パラリンピックは、スポーツの祭典のみならず、文化の祭典でもある。各地域の

文化・観光資源を見直す機会と捉え、各地域の伝統・芸能・祭り・食・工芸品・文化などを育成・

活用する施策を講じ、文化を通じた観光立国や地方創生の取り組みを促進されたい。 

また、全国各地の観光関連情報の国内外での一元的な発信や、広域連携による地方への誘客促進

の取り組みを支援されたい。  

国立博物館で行われた｢JAPAN NIGHT」の様子

福岡では商店街をユニークベニューに 
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２．観光関連産業のイノベーション促進と地域内産業間の連携と協働 

（１）観光統計の整備と利用の促進 

着実なインバウンドの拡大を実現するためには、観光客数、ホテルの客室数・稼働率や空港容量

など、供給面から見た正確な基礎データの整備は不可欠であり、政府は、これらを調査・把握した

うえで、戦略的かつ実効性のある施策を展開されたい。 

また、地方創生のためには、地域内の観光消費額、観光関連産業の状況などを把握できる統計の

早期整備が求められる。観光庁が実施している「観光地域経済調査」の調査結果を早急に公表する

とともに、「地域経済分析システム」と併せて、地域の観光戦略やマーケティングの立案、効果の

検証等に有効に活用できる情報システムを早期に構築されたい。 

 

（２）地域限定旅行業への参入促進 

着地型観光の需要拡大ならびに旅行者の利便性向上を図るため、旅行業法における登録制度の弾

力化を図られたい。具体的には、ホテル・旅館や観光案内所、道の駅などが旅行商品を造成・販売

し、地域におけるコンシェルジェ機能としての役割を果たせるよう、地域限定旅行業への参入促進

に向けた方策を検討されたい。 

【参考】 

・平成 26 年４月現在、第１種旅行業者は 696、第２種旅行業者は 2,777、第３種旅行業者は 5,625、

地域限定旅行業者は 45 事業所。 

・政府では、着地型旅行の促進を図る観点から、平成 19 年５月に「旅行業法施行規則」を改正し、

これまで第３種旅行業で認められていなかった募集型企画旅行を「営業所が所在する市町村およ

び隣接する市町村」において行えるようにした。また、平成 25 年４月には同施行規則を改正し、

地域における旅行業への参入を容易にするため、「地域限定旅行業」を創設し、営業保証金や基準

資産額を引き下げた。 

・地域限定旅行業は、第３種旅行業同様、実施する区域を限定（出発地、目的地、宿泊地および帰

着地が営業所のある市町村、それに隣接する市町村、および観光庁長官の定める区域内に収まっ

ていること）して、国内の募集型企画旅行の企画・実施を行うことができる。また、受注型企画

旅行についても、募集型企画旅行が実施できる区域内で実施が可能で、同様の区域内の手配旅行

も取り扱える。 

 

（３）ツアーオペレーターの資質向上に向けた認証制度の普及 

日本では、インバウンドの旅行手配を行うツアーオペレーター(ランドオペレーター)の旅行業登

録を義務付けていないことから、近年、外資系のツアーオペレーターによる低価格、低品質のツアー

が増えている。政府は、訪日旅行の一層の質の向上を図る観点から、日本旅行業協会が実施してい

るツアーオペレーター認証制度の普及促進を図るとともに、旅行業登録のないツアーオペレーター

の営業実態の把握、資質を担保する仕組みづくりを検討されたい。 

また、現在進められている経済連携協定等の交渉を通じて、対象国間の旅行業におけるビジネス

環境整備を図られたい。 

【参考】 

・平成 25 年度の訪日外国人旅行消費額１兆 4,168 億円のうち、旅行関係消費額〔宿泊費（4,763 億

円）､交通費（1,480 億円）〕は 44％の 6,243 億円｡このうち日本旅行業協会（JATA）会員等の取扱



－205－ 

 

高は 17％の 1,060 億円で、そのほとんどが外資系旅行会社の取り扱いとなっている。 

・TPP 参加国の中で、ベトナムとマレーシアには、旅行業のビジネス規制がある。 

(1) ベトナム：旅行代理業については、ベトナム企業との JV 形態であれば投資が可能。ただし、

扱える業務はインバウンドのみ。 

(2) マレーシア： 

①インバウンド・ライセンス 

・100％外資が認められる、ただし払込済み資本金が 低 150 万リンギ（約 4,900 万円） 

②アウトバウンド・ライセンス 

・外資出資不可 

③インバウンドおよびチケッティング 

・シンガポールおよびカンボジアの企業は 70％まで出資可能 

・シンガポールとカンボジアを除く ASEAN 企業は 51％まで出資可能 

・非 ASEAN 企業は 30％まで出資可能 

 

（４）耐震改修支援など旅館の活性化の促進 

旅館は、観光振興の重要な担い手であるとともに、施設そのものが観光資源である。増加するイ

ンバウンドの宿泊需要の受け皿として、FIT 層に向けた情報発信強化や予約・決済などの商習慣の

改善、人材育成等の受入環境整備などへの支援が必要である。 

また、安全性の確保から宿泊施設に対し、改正耐震改修促進法への対応が義務化されているが、

自治体の支援に温度差があることや、高い検査、建設コストのために、取り組みが進んでいない。

宿泊施設の安全性の確保は、災害時の避難施設としての有効活用にもつながることから、政府は、

耐震診断・改修の実施状況を把握するとともに、補助制度を拡充し、地域の旅館等宿泊施設の活性

化の促進を図られたい。 

 

（５）観光人材の育成 

①通訳案内士の育成強化と特例ガイドの全国への認定拡大 

訪日外国人旅行者の増大、地方への誘客促進、地域のおもてなしの向上、そして地域における観

光産業・人材の育成を図るため、ガイドの数と質を確保する必要がある。 

ガイドの数を増やすためには、総合特別区域法や改正中心市街地活性化法等で認められている特

例ガイドを全国に適用拡大することが必要である。 

質の確保という観点から、通訳案内士制度については、更新制度や定期的な研修制度を導入する

など、通訳案内士法の改正を含めた見直しを検討すべきである。また、特例ガイドに関しては、商

工会議所が実施する「ご当地検定」などを活用した人材育成を図ることが重要である。 

なお、政府は、多様化する外国人旅行者のニーズに対応していくため、通訳案内士、特例ガイド、

さらにボランティアガイドを含め、それぞれの役割や特徴を活かした、受け入れのための仕組みの

構築が必要である。 

【参考】 

・通訳案内士法では、外国人に対し外国語により有料で旅行に関する案内を業として行う場合には、

通訳案内士試験（国家試験）に合格し、都道府県に登録しなければならないとされている（無資
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格者の有償ガイドは認められていない）。 

・総合特別区域法に「通訳案内士以外の者による有償ガイドの特例」が盛り込まれ、総合特区内に

おいて、特区自治体による研修を経た通訳案内士以外の者による有償ガイド行為が可能とされた

〔導入区域：北海道札幌市、大阪府泉佐野市、和歌山県高野・熊野地区、島根県益田地区、奈良県

奈良公園、九州７県（福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島）〕。 

・通訳案内士制度については、観光庁が昨年 12 月に「通訳案内士制度のあり方に関する検討会」を

設置し検討中。短期・中長期的な改善策を議論することになっており、その結果を今年のアクショ

ン・プログラムに盛り込む。 

 

②観光ボランティアの育成 

2020年オリンピック・パラリンピックの開催や訪日外国人旅行者2,000万人時代に備えるために、

通訳案内士や特例ガイドの拡充に加え、その機能を補完するボランティアガイドが活躍できる環境

づくりを進めることが求められる。 

政府は若者や女性、外国人等を対象に、外国語を使いながらその土地の名所旧跡、歴史・文化・

生活等を案内できる人材や、観光資源の発掘、商品化等に取り組む人材への支援を拡充されたい。

また、独自の取り組みを進めている行政・観光協会等の状況を把握したうえで、観光ボランティア

の育成や、組織づくりなどに関する研修プログラムの実施や財政的支援を行う必要がある。 

 

③外国人技能実習制度の活用 

日本の優れたホスピタリティを身につけた観光人材を育成するため、外国人技能実習制度におい

て、フロント業務やレストランサービス業務などのホテルスタッフ業務を、技能実習対象職種に追

加されたい。 

【参考】 

・外国人技能実習制度における「技能実習２号」への移行対象職種・作業は、職業能力開発促進法

に基づく技能検定の職種・作業と、JITCO（公益財団法人国際研修協力機構）の認定による公的評

価システムに基づく職種・作業を合わせて、平成 27 年１月 23 日現在で 69 職種 127 作業に限られ

ている。このうち、技能検定によるものが 53 職種 83 作業で、JITCO 認定による公的評価システ

ムによるものが 16 職種 44 作業。 

 

④外国人学生に対する就労活動の制限緩和 

留学・就学の資格をもって在留する外国人が地域の観光業や有償ガイドなどで十分に活躍できる

よう、１週28時間までとされている就労活動の制限を緩和されたい。 

【参考】 

・留学・就学の資格をもって在留する外国人が許可された在留資格に応じた活動以外に、収入を伴

う事業を運営する活動または報酬を受ける活動を行おうとする場合は、予め「資格外活動」の許

可が必要だが、「出入国管理及び難民認定法施行規則」第 19 条第５項において、就労時間が１週

に 28 時間以内（長期休業期間にあるときは、１日について８時間以内）であることが義務付けら

れている。 
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（６）規制等の撤廃・緩和 

①貸切バスの営業区域規制および料金制度の緩和に関する道路運送法の改定 

平成26年の貸切バス運賃・料金制度の改正に伴う料金の大幅な上昇により、バスツアーの需要縮

小、それに伴う地域の土産品店、飲食店の売り上げ減少など、観光関連産業に悪影響が及んでいる。 

他方、訪日外国人旅行者の急増に伴い、外国人旅行者向け貸切バスに対しては、営業所の隣接県

を臨時営業区域と認める等の特例措置が平成27年９月末まで延長された。 

貸切バスによる観光は、地方においては観光振興の重要な担い手であり、労務管理や車両の保守

等において安心・安全を適切に確保することを前提に、料金設定の自由化、臨時営業区域の恒久措

置化をはじめ、営業区域に関するさらなる緩和など、制度の見直しを検討されたい。 

【参考】 

・旅行者の安全・安心の確保という面から、平成 26年４月に貸切バス運賃・料金制度が改正された

（道路運送法（第９条の２第２項）に基づく一般貸切旅客自動車運送事業の運賃・料金の変更命

令）。 

・この改正に伴い、バス事業者のみならず、地域の観光関連産業に影響が及んでいる地域がある。

・観光バスは道路運送法で貸切バスに分類されており、出発地・到着地いずれかに都道府県単位の

営業区域を有する事業者しか運行できず、加えて営業区域には必ず営業所と車庫がなければなら

ないと定められている。 

・貸切バス運送の安全を適切に確保し、訪日外国人旅行者の増加に対応することを目的に、「一般貸

切旅客自動車運送事業における臨時の営業区域の設定について」（平成 19 年９月 13 日付国自旅

第 139 号通達）により、外国人旅行者向けの貸切バスを対象に、①営業所が所在する区域を管轄

する運輸局の管轄区域（地方ブロック）を臨時営業区域とする、②①のほかに営業所が所在する

県に隣接する県を、運輸局の管轄区域に関わらず、臨時営業区域とすることができる、という特

例措置（もともと平成 26 年４月 17 日～27 年３月 31 日まで）が、27 年９月末まで延長されてい

る。 

 

②国際観光ホテル整備法の改定 

昭和24年に制定された国際観光ホテル整備法は、戦後間もなく数少ない訪日外国人旅行者をもて

なすためにつくられた施設および接遇基準であり、その後、改定が行われているものの、旅行者増、

ニーズの多様化の現状にあっては、登録制度が有効に機能しているとは言い難い。 

ついては、利用者が目的・予算に応じて良質のサービスを提供する施設を選択できる新たな設備・

サービス基準を策定するとともに、登録施設に対する新たなインセンティブの検討や登録に関する

相談体制の強化など、制度の活用を促す環境整備が必要である。 

【参考】 

・「外国人旅行者の受入環境の整備に関する行政評価・監視」（総務省、平成 26 年７月公表）による

と、４割が課された義務を遵守せず（22 軒／55 軒）、登録制度が誘客に寄与するとした施設はな

かった（回答数：41 軒）。なお、全ホテル･旅館に占める本制度の登録割合は、わずか５％（2,624

軒／５万 4,540 軒<平成 24 年値>）。 

 

③水辺空間活用促進のための河川占用許可期間の延長 

河川区域内に、オープンカフェやバーベキュー場等を設置する場合、河川法に基づき河川管理者
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から占用許可を受けなければならないが、占用許可期間が３年以内と定められているため、その都

度許可を取らなければならず、長期の利用を想定した設置ができない。民間事業者の創意工夫によ

る河川空間の魅力向上を図るため、河川法の河川占用許可期間を、公益物件（公園、緑地、遊歩道、

自然観察施設、船着場等）並みの10年以内に延長されたい。 

【参考】 

・河川敷地の継続的な利用にあたっては、「河川法」の第 24 条に基づき、河川管理者の許可を受け

ることが必要になり、その審査基準が河川敷地占用許可準則である。河川敷地の占用については、

公共性または公益性を有する者を原則的な占用主体としているところであり、占用の特例として

営業活動を行う事業者に占用を許可することとなることを踏まえ、３年以内を許可の期間として

いる。 

 

④河川観光船の弾力的な運航を促進する海上運送法の規制緩和 

河川、運河、川辺を活かした観光を推進するため、予め許可された水域で継続して一般旅客定期

航路事業を営んでいる河川観光事業者に対しては、同水域内であれば、柔軟な航行プランを企画・

航行できるよう、手続きの簡素化を図られたい。 

【参考】 

・「海上運送法」の第 20 条第２項により、人の運送をする不定期航路事業(第 21 条第１項に規定す

る旅客不定期航路事業を除く）を営もうとする者は、国土交通省令の定める手続きにより、その

事業の開始の日の 30 日前までに、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。 

・同法第 21条により、一定の航路に旅客船を就航させて人の運送をする不定期航路事業（本邦の港

と本邦以外の地域の各港間における人の運送をする不定期航路事業及び特定の者の需要に応じ、

特定の範囲の人の運送をする不定期航路事業を除く）を営もうとする者は、航路ごとに国土交通

大臣の許可を受けなければならない。 

 

 

３．関係府省庁、国と自治体、自治体間の垣根を越えた推進体制の構築・強化 

（１）観光庁の観光施策に関する総合調整・情報発信機能の強化 

観光担当大臣の強力なリーダーシップのもと、観光庁が、関係府省庁で独自に実施されている観

光関連施策を総合的に調整できるよう機能強化を図ることが必要である。 

 

（２）観光振興に関する予算の拡充 

政府全体の観光関連予算(平成26年度：2,956億円）については、年々増加しているものの、観光

庁関係予算については平成27年度に103億円(平成26年度補正を含め146億円）と、諸外国と比較し

て極めて規模が小さい。観光による地域および日本経済への波及効果をさらに高めるためにも、観

光庁関係予算をはじめとする政府全体の観光関連予算のより一層の拡充を求める。 

日本再興戦略において観光立国実現に向けての指標（KPI）として、訪日外国人旅行者数が設定

されているが、国内外の需要の取り込みによって経済効果を生み出すという観点においては、旅行

関連消費額が重要となる。このため、新たな KPI を設定し、経済効果の拡大に力点をおいた取り組

みに対して、予算の重点配分を行うべきである。 
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（３）国、地方自治体、民間事業者間のさらなる連携強化 

政府は、観光立国実現に向けた施策を強力に推進するため、「観光立国実現に向けたアクション・

プログラム」の進捗状況を検証し、そのうえで改定を行い、観光立国に向けた施策を強力に推進す

ることが必要である。 

また、関係府省庁間の調整のみならず、国と地方自治体間の連携強化、各地方自治体においては

行政区域を越えた観光振興に取り組む連携・協働の仕組みの構築が重要である。さらに、官民の連

携を強化し、幅広い業種の事業者間の連携促進に取り組み、観光振興の担い手を広げていくことが

重要である。 

 

（４）JNTO（日本政府観光局）の機能強化 

訪日プロモーションの実施主体である JNTO の組織強化を図り、戦略的なインバウンドを進めて

いくために、各国政府観光局と比較して少ない人員・海外拠点・予算の一層の拡充が必要である。

また、今後、海外旅行者の増大が予測される ASEAN、インドをはじめとする、アジア地域を中心と

した海外拠点の増設や、在外公館等とのさらなる連携強化、自治体、企業等と連携したプロモーショ

ン強化に取り組むべきである。 

さらに、JNTO ホームページの Global site を充実させ、多言語による地域の観光情報の充実を

図り、訪日外国人旅行者のためのポータルサイトとして有効活用されるよう、情報発信機能を強化

されたい。 

 

（５）旅行者に対する危機管理体制の構築 

日本での事業活動は、地震等の自然災害を前提に展開を考える必要がある。特に、観光分野にお

いては、来訪者の安心・安全を確保するため、ハード面における災害対策の推進はもちろん、災害

時の情報提供や事業者との連携、観光・宿泊施設等の人材育成など、適切な対策の実施による危機

管理体制の強化を図る必要があり、具体的に以下の対応が求められる。 

①地方自治体・事業者・自治会等との連携による国内外旅行者のための災害時情報提供ポータルサ

イトの構築と普及 

②宿泊施設や観光施設の災害時の初期対応を含む危機管理マニュアルの整備、その周知のためのセ

ミナーや研修、防災訓練等の実施、ICT を活用した緊急時外国語災害情報の発信 

③災害時における通信手段確保のための、公園・公民館・学校・体育館等の公共施設における無料

公衆無線 LAN 環境の整備 

④在日公館や運輸機関との連携による災害・危機後の訪日外国人旅行者の安全かつ確実な帰国への

支援策の策定と、危機発生直後の復旧に向けた計画策定、およびその実施体制の整備 

【参考】 

・沖縄県は、台風や地震などの災害発生時に、県内関係者が連携して観光客の支援や観光産業の回

復を図ることを目的に、「県観光危機管理基本計画」を取りまとめた。平成 27 年度は、この基本

計画に基づき、実行計画を策定する。平成 28 年度からは市町村や関係団体の観光危機管理マニュ

アルの作成支援や、訓練を行っていく予定。 

 

以 上 
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国と地域の再生に向けた観光振興 

＜提出先＞ 

国土交通省、観光庁はじめ関係府省庁 

＜実現状況＞ 

観光立国推進閣僚会議（主宰：内閣総理大臣）が改定した「観光立国実現に向けたアクション・プログラム」

に、地方ブロックごとに数値目標を立て、広域観光周遊ルートの形成や海外発信等の様々な戦略的プロモー

ションにより、ゴールデンルートに集中する訪日外国人を地方に誘客することなど多くの意見が盛り込まれ

た。 

 

平成 27 年度補正（●）・平成 28 年度予算（○）に新たに盛り込まれた施策や支援が拡充された主な施策は下

記のとおり。 

【観光庁予算】 

○地域資源を活用した観光地魅力創造事業 3.3 億円（継続）※27 年度予算 2.9 億円（1.17％増） 

○訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業 80 億円（新規） 

○戦略的訪日プロモーション 92.8 億円（継続）※27 年度予算 78.3 億円（18％増） 

●地方誘客のための緊急訪日プロモーション 4.1 億円 

【法務省予算】 

○出入国審査手続の円滑化・迅速化 15.5 億円（継続）※27 年度予算 5.8 億円（167％増） 

【国土交通省予算】 

○首都圏空港の機能強化 547 億円（継続）※27 年度予算 336 億円（62％増） 

○訪日外国人旅行者の受入環境整備等による地域の活性化（関西空港、中部空港、一般空港等） 914 億円(継

続)※27 年度予算 829 億円（10％増） 

 

【外国人旅行者向け消費税免税制度の拡充】（平成 28年５月１日運用開始） 

１．免税対象金額の引き下げ 

２．海外直送の手続の簡素化 

３．免税手続カウンター制度の利便性向上 

４．購入者誓約書の電磁的記録による保管 

５．免税手続の電子情報化に向けた検討 
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はじめに 

 

○日本商工会議所では、平成25年から毎年、全国各地の商工会議所を通じて会員企業等から、地域や中小

企業が経済活動等を行ううえで障壁となっている規制・制度について、現場の“生の声”をヒアリング

し、規制・制度改革の意見書として取りまとめ、規制改革会議等に実現を働きかけてきた。 

 

○提出した意見のうち、例えば、「プレミアム付き商品券」を商工会議所が発行する場合に保証金の供託

を不要とする特例措置の創設や、地域の高齢者や観光客の回遊性向上等のため「ゴルフカートを改良し

た４人乗り電動カート」の公道走行を可能とする規制緩和などが実現するなど、政府の意欲的な対応を

評価している。一方で、その他については、未だ規制改革会議等で検討中で結論の出ていないものも多

く、早期の実現が期待される。 

 

〇わが国がデフレ脱却を確実にし、持続的な経済成長を実現するためには、足元で0.6％に低下した潜在

成長率を引き上げる成長戦略の実行が不可欠であり、その担い手は民間である。規制・制度改革は、生

産性向上のもっとも有効な手段の一つであり、政府は、地方創生に向け、地域や中小企業が取り組む「観

光産業の振興」「強い農林水産業づくり」「サービス業の生産性向上」「雇用促進と労働力不足対策」等の

分野において、イノベーションや新市場創出につながる規制・制度改革を一層促進すべきである。 

 

○本意見書は、ヒアリングに基づく生の声であり、政府においては、意欲ある中小企業と地域の挑戦の足

かせとなっている規制について、ひとつひとつ検討して早期に答えを出し、地域経済の中核的な役割を

担う中小企業が全国津々浦々で、力強く事業に挑戦できるビジネス環境の整備と地方創生を強力に後押

しされたい。また、既存の構造改革特区や総合特区、さらには国家戦略特区等で認められた特例措置に

ついては、事業者の声を十分に聴取し、全国の希望する地域に適用を拡大すべきである。さらに、種類

が増えて意義づけがわかりづらいものになっている既存の特区制度について、改めて定義を明確にし、

使いやすいものにする必要がある。 

 

○日本商工会議所は、今後も、中小企業や地域の声を収集し、規制・制度改革について、意見を申し述べ

るとともに、中小企業の成長と地方創生、日本経済発展のために尽力していく所存である。 
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Ⅰ. 地方創生  

１．観光産業の振興 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------  

（1）観光資源の開発・活用 

①国家戦略特区で認められている古民家等を活用した宿泊施設に対する旅館業法の特例措置について、

その適用除外となる対象を広げるとともに、全国の希望する地域に拡大すること 

【要望内容】 

国家戦略特区に基づく指定区域における古民家等を活用した宿泊施設への特例措置に関して、以下

の対策を講じること【厚生労働省】 

・ 低客室数（現行：旅館５室以上、ホテル 10 室以上→１室以上）について追加の緩和措置を講

じること 

・すでに講じられている特例措置（玄関帳場の設置義務の適用除外）を含め、希望する地域へ適

用拡大すること（平成 26 年度意見書でも要望） 

【理由】 

国家戦略特区に基づく指定区域では、旅館業法上で定められた帳場（フロント）の設置義務が緩和

され、古民家や武家屋敷等の歴史的建造物を宿泊施設として活用することができるようになった。 

新たな日本文化の発信や、増加する外国人旅行者のニーズへの対応を図るため、この適用除外措置

について、適用除外となる要件の拡充（ 低客室数の撤廃）を行うとともに、希望する全国へ適用拡

大すること。 

（注）旅館業法第３条において、旅館業を経営しようとする者は、都道府県知事（保健所を設置する

市又は特別区にあつては、市長又は区長。）の許可を受けなければならないとされている。また、

同法第４条において旅館業の営業者は、営業の施設について、換気、採光、照明、防湿および

清潔その他宿泊者の衛生に必要な措置を講じなければならないとされている。 

（注）ホテルおよび旅館は、旅館業法施行令第１条により、客室数・客室床面積・玄関帳場の設置等

の基準が定められているが、国家戦略特区に基づく指定区域では、同法施行規則第５条第１項

により、玄関帳場の設置が適用除外となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

兵庫県養父市における古民家を活用した旅館の例 
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②まちなかの賑わい創出やまち歩き観光を推進するため、道路占用許可の特例制度（道路にオープンカ

フェ等を設置）を全国へ適用拡大すること 

【要望内容】 

国家戦略特区等で認められている、道路でのオープンカフェ等の設置に係る道路占用許可の特例制

度の全国への適用拡大【国土交通省】 

【理由】 

都市再生特別措置法、中心市街地活性化法あるいは国家戦略特区に基づく認定地区においては、道

路法における占用許可の特例措置が適用され、道路を活用したオープンカフェの設置や景観に配慮し

た案内表示物の設置等が可能である。この特例措置を全国拡大することにより、まちなかの賑わい創

出やまち歩き観光が促進される。 

（注）道路法第33条にて、道路に一定の物件や施設などを設置する場合には、道路管理者の許可が必

要とされており、道路の敷地外に余地がないためにやむを得ない占用であることが許可基準の

１つとなっているが、都市再生特別措置法、中心市街地活性化法、国家戦略特区に基づく認定

地区内では、その基準が適用されない特例がある。 

（注）道路法第33条 

道路管理者は、道路の占用が前条第一項各号のいずれか

に該当するものであつて道路の敷地外に余地がないため

にやむを得ないものであり、かつ、同条第二項第二号から

第七号までに掲げる事項について政令で定める基準に適

合する場合に限り、同条第一項又は第三項の許可を与え

ることができる。 

中心市街地の道路空間を利用したオープンカフェ「高カフェ」（高崎市） 

 

③観光資源として水辺空間を有効活用するため、河川占用許可期間（現行３年→10年）を延長すること 

【要望内容】 

民間事業者による河川占用許可期間の延長（現行３年→10年）【国土交通省】 

【理由】 

河川区域内に、観光施設として不可欠なオープンカフェやバーベキュー場等を設置する場合、河川

法に基づき河川管理者から占用許可を受けなければならないが、占用許可期間が３年以内と定められ

ているため、長期の利用を想定した営業ができない。民間事業者の創意工夫により河川空間を魅力的

な観光資源とするため、河川法の河川占用許可期間を、公益物件（公園、緑地、遊歩道、自然観察施

設、船着場等）並みの10年以内とするべきである。 

（注）河川敷地の継続的な利用にあたっては、河川法（第24条）に基づき、河川管理者の許可を受け

ることが必要であり、その審査基準が河川敷地占用許可準則（第12）である。河川敷地の占用

については、公共性または公益性を有する者を原則的な占用主体としているところであり、占

用の特例として営業活動を行う事業者に占用を許可することとなることを踏まえ、３年以内を

許可の期間としている 
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④「不定期航路事業」における船舶の運航について、「届出」で運航可能な日数の拡大、事前届出期間の

短縮、および届出の簡素化を行うこと 

【要望内容】 

「不定期航路事業」における船舶の運航に関する手続き等の見直し【国土交通省】 

・旅客定員 13 名以上の船舶の場合で、「届出」で運航可能な日数（年３日間以内）の拡大 

・事前届出期間（事業開始日の 30 日前）の大幅な短縮 

・既に許可を得ている「定期航路」と酷似している航路の場合の、届出の簡素化 

【理由】 

河川、運河、川辺を活かした観光振興に繋げるため、観光遊覧船や屋形船等の運航事業者が、顧客

からのニーズに対応して柔軟に航行プランを立案できるよう、「不定期航路事業」について、「届出」

で運航可能な日数を拡大するとともに、「届出日」の短縮を図るべきである。 

加えて、「一般旅客定期航路事業」を営む事業者が、既に「定期航路」として許可を得ている場合

で、その「定期航路」と酷似している航路を届け出る場合は、例えば、前日までにインターネットを

通じての届出で可能とする等、簡素化を行うべきである。 

（注）一定の航路に船舶を就航させて一定の日程表に従って運送する事業を「定期航路事業」と呼び、

それ以外を「不定期航路事業」と呼ぶ。「定期航路事業」のうち、旅客定員13名以上の船舶で、

不特定の人の乗合運送を行う事業（例：水上バス）を「一般旅客定期航路事業」と呼ぶ。 

（注）航路事業における許可と届出の別は以下のとおり。 

 旅客定員等 航路 許可・届出 処理期間・届出期間 

定期航路事業 13名以上の船舶 二点間運航可 許可 
申請受付から１～２ヶ月の 

処理期間 

不定期航路事業 

13名以上の船舶 

二点間運航不可
（ただし、チャー

ター便などの場合

可） 

許可 
申請受付から１～２ヶ月の 

処理期間 

13人以上の船舶かつ 

年に３日間以内 
二点間運航可 届出 事業開始30日前まで 

12名以下の船舶 二点間運航可 届出 事業開始30日前まで 

（※貨物を載せる場合を除く） 

（注）「許可」の場合、許可申請書に加え、航路図、使用船舶明細書、使用船舶の一般配置図、旅客乗

降位置図、乗降用設備図、航路水深図、操船図、橋脚クリアランス調査表、営業所・待合室・発

券所図、待合室と船舶との経路図、安全管理規程の概要並びに安全統括管理者及び運航管理者

に予定されている者の略歴、運航基準図、乗組員名簿、海技免状・小型船舶操縦免許証の写し、

船客傷害保険証（写）、組織図・会社案内、宣誓書等、おおむね25種類程度の添付書類が必要（た

だし、事業計画の内容によっては必要ない書類もある）。一方、「届出」の場合は、届出書に加

え、使用船舶明細書、船舶検査証書（写）、船舶検査手帳（写）、船客保険契約書（写）、運航航

路図等、おおむね６種類程度の添付書類で可。 
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⑤外国籍の船舶による国内の港間の旅客輸送に対する運航制限を、観光クルーズ船に限って緩和するこ

と 

【要望内容】 

観光クルーズ船に限った、外国籍船舶による国内の港間の旅客輸送の運航制限の緩和【国土交通省】 

【理由】 

海に囲まれた日本における観光クルーズの推進は、地域の観光産業へ大きな需要をもたらすことが

期待できる。しかし、日本船籍のクルーズ船は３隻にとどまっており、外国人旅行者を含む観光客に

対し、大型クルーズ船による観光クルーズを十分に提供できていない。そのため、外国籍の船舶に対

する運航制限を、観光クルーズ船に限り緩和すべきである。 

（注）船舶法第３条によれば、外国船籍の船舶は、日本の港間での物品や旅客の運送は認められてい

ない（カボタージュ規制）。 

船舶法 

第三条 日本船舶ニ非サレハ不開港場ニ寄港シ又ハ日本各港ノ間ニ於テ物品又ハ旅客ノ運送ヲ

為スコトヲ得ス但法律若クハ条約ニ別段ノ定アルトキ、海難若クハ捕獲ヲ避ケントスルトキ又

ハ国土交通大臣ノ特許ヲ得タルトキハ此限ニ在ラス 

第二十三条  第三条、第六条又ハ第六条ノ二ノ規定ニ違反シタルトキハ船長ヲ二年以下ノ懲役

又ハ百万円以下ノ罰金ニ処ス此場合ニ於テ船長ノ所有又ハ占有ニ係ル其船舶ヲ没収スルコトヲ

得 

（注）日本船籍のクルーズ船 

にっぽん丸（東京港：商船三井客船㈱）、ぱしふぃっくびいなす（大阪港：日本クルーズ客船㈱）、

飛鳥Ⅱ（横浜港：郵船クルーズ㈱） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥大阪城公園を国際観光拠点にするため、特別史跡の現状変更行為の許可権限について、自治体に移譲

する範囲の拡充を進めること 

【要望内容】 

文化財保護法における史跡等の現状変更について、自治体に移譲する範囲の拡充を進めること【文

部科学省】（平成25、26年度意見書でも要望） 

【理由】 

文化財保護法における史跡等の現状変更の許可権限事務については、一部、自治体に移譲されてい

るが、例えば、階数が三階以上で三カ月以上の期間において設置される建築物等を建築する場合等に

ついては、文化庁長官の許可が必要となっている。 
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民間の自由な発想と活力により大阪城公園を国際観光拠点として整備するためには、特別史跡であ

る同公園内に大規模な土産店や商業施設、ホテル、エンターテインメント施設などの設置を可能とす

べきであるため、自治体に移譲する範囲を拡充する政令改正を、早急に進めることが求められる。 

（注）史跡等について現状変更等を行う場合、文化庁長官の許可が必要とされている。 

文化財保護法 

（現状変更等の制限及び原状回復の命令）  

第百二十五条 史跡名勝天然記念物に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行

為をしようとするときは、文化庁長官の許可を受けなければならない。ただし、現状変更につ

いては維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置を執る場合、保存に影響を及ぼす行為

については影響の軽微である場合は、この限りでない。  

（注）文化財保護法における史跡等の現状変更に関し、自治体に移譲されている権限事務は、同法施

行令第５条に規定されている。 

文化財保護法施行令第５条（抄） 

４ 次に掲げる文化庁長官の権限に属する事務は、都道府県の教育委員会（第一号イからトま

で及びリに掲げる現状変更等が市の区域内において行われる場合、同号チに掲げる現状変更等

を行う動物園又は水族館が市の区域内に存する場合並びに同号ヌに規定する指定区域が市の区

域内に存する場合にあつては、当該市の教育委員会）が行うこととする。  

一  次に掲げる現状変更等（イからヘまでに掲げるものにあつては、史跡名勝天然記念物の指

定に係る地域内において行われるものに限る。）に係る法第百二十五条 の規定による許可及びそ

の取消し並びに停止命令  

イ 小規模建築物（階数が二以下で、かつ、地階を有しない木造又は鉄骨造の建築物であつて、

建築面積（増築又は改築にあつては、増築又は改築後の建築面積）が百二十平方メートル以下

のものをいう。ロにおいて同じ。）で三月以内の期間を限つて設置されるものの新築、増築、改

築又は除却 

ロ 小規模建築物の新築、増築、改築又は除却（増築、改築又は除却にあつては、建築の日か

ら五十年を経過していない小規模建築物に係るものに限る。）であつて、指定に係る地域の面積

が百五十ヘクタール以上である史跡名勝天然記念物に係る都市計画法 （昭和四十三年法律第百

号）第八条第一項第一号 の第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域におけるもの 

ハ 工作物（建築物を除く。以下このハにおいて同じ。）の設置、改修若しくは除却（改修又は

除却にあつては、設置の日から五十年を経過していない工作物に係るものに限る。）又は道路の

舗装若しくは修繕（それぞれ土地の掘削、盛土、切土その他土地の形状の変更を伴わないもの

に限る。） 

ニ 法第百十五条第一項 （法第百二十条 及び第百七十二条第五項 において準用する場合を含む。）

に規定する史跡名勝天然記念物の管理に必要な施設の設置、改修又は除却 

ホ～ニ 略 

（注）「文化財保護法施行令第５条第４項」に関し、文化庁より、その許可事務の処理基準についての

通知が、都道府県教育委員会宛に出されている。 

「文化財保護法施行令第５条第４項第１号イからリまでに掲げる史跡名勝天然記念物の現状変

更等の許可の事務の処理基準について」(平成12年４月28日庁保記第226号 文化庁次長通知) 

１．次の場合には現状変更等の許可をすることができない。 
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（1）史跡名勝天然記念物の適切な保存のために策定された「保存管理計画」に定められた保存

管理の基準に反する場合  

（2）史跡名勝天然記念物に滅失、き損、又は衰亡のおそれがある場合  

（3）史跡名勝天然記念物の景観又は価値を著しく減じると認められる場合  

（4）地域を定めて指定した天然記念物に関し、指定対象である動植物の生息環境又は全体に対

して著しい影響を与えるおそれがある場合 

（注）特別史跡指定地でなされる現状変更等の範囲と許可基準（大阪市の場合） 

○特別史跡指定地でなされる必然性がある行為であり、かつ特別史跡を構成する本質的価値の

保存を前提として、必要 小限の規模に留めるとともに、歴史的景観に配慮したものである

こと。 

・発掘調査等学術調査のために必要な行為 

・特別史跡の保存管理及び整備活用上必要な行為 

・公園等公共施設・公益的施設の維持上必要な行為 

・民有地(神社有地)における土地所有者がその敷地内で行う宗教活動上必要な行為 

（注）大阪城跡における地区別現状変更等の許可基準(抜粋) 

○本丸地区 

・大阪城跡の中核的地区であり、大阪城の特徴である歴史の重層性を尊重する保存・管理を基

本とすることから、原則として既存施設の改修・更新以外の新たな施設の設置は認めないも

のとする。 

・大阪城特有の価値を構成する要素が集積し、これらの保存・管理、整備・活用を先導的に行

う地区として、徳川期等の建物遺構推定地にある売店等の大規模便益施設は、計画的に地区

外への機能の移転を検討し、新たな施設の建築は認めないものとする。 

○内堀地区 

・当地区では、専ら遺構の保存・管理、整備・活用に関わる行為以外は想定されないことから、

その他の新たな公園施設等の設置は認めないものとする。 

（注）平成26年５月30日、規制改革ホットラインを通じ、文部科学省より以下の回答あり。 

「（略）特別史跡大坂城跡の場合、平成25年３月、大阪市が「特別史跡大坂城跡保存管理計画」

を策定しています。よって、基本的にはこの計画にのっとって、大坂城跡の保存や管理、活用

を行います。（略）なお、既に自治体に委譲している史跡等の現状変更の許可権限について、更

にその範囲を拡充するため、政令改正の準備を進めているところです。」 

（注）国指定の特別史跡は、大阪城や登呂遺跡、厳島など、全国に61ヵ所ある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



－220－ 

 

（2）観光業の担い手確保 

①構造改革特区で認められている、「旅行業務取扱管理者」が他の業種との兼任でも「地域限定旅行業」

に登録できる特例措置について、全国の希望する地域に適用拡大すること 

【要望内容】 

構造改革特区で認められている、「旅行業務取扱管理者」が他の業種との兼任でも「地域限定旅行

業」に登録できる特例措置を、希望する全国へ適用拡大すること【観光庁】 

【理由】 

ホテル・旅館や観光案内所、道の駅などが旅行商品を企画・販売し、地域におけるコンシェルジェ

機能としての役割を果たせるよう、旅行業法における「地域限定旅行業」への参入促進を図る必要が

ある。そのため、旅行業法で定められる「旅行業務取扱管理者」が、旅行業者等の他業種との兼任で

も、「地域限定旅行業」への登録が可能となる特例措置を、希望する地域へ適用拡大することが求め

られる。 

（注）旅行業法において、旅行業者は、各営業所ごとに、「旅行業務取扱管理者」の国家試験に合格し

た者を１名以上選任し、一定の管理および監督業務を行わせることが義務付けられている。 

（注）旅行業法第十二条の二 ４において、旅行業務取扱管理者は、他の営業所の旅行業務取扱管理

者となることができないとされ、常勤専従する必要がある。 

（注）地域限定旅行業者が選任する旅行業務取扱管理者については、営業所への出勤状況、兼任する

他業種の業務に従事している間も旅行者から依頼があれば速やかに当該旅行業務取扱管理者に

連絡を行うための体制の構築状況等を総合的に勘案して当該旅行業務取扱管理者の業務を行う

ことに支障がないと地方公共団体が認め、内閣総理大臣に構造改革特別区域計画を申請し認定

された場合には、認定された区域内に存する地域限定旅行業者の営業所においては、選任する

旅行業務取扱管理者について、他業種との兼任が認められる措置が講じられている。 

（注）平成26年４月現在、第一種旅行業者は696、第二種旅行業者は2,777、第三種旅行業者は5,625、

地域限定旅行業者は45事業所。 

 

②総合特区で認められている通訳案内士以外の者による有償ガイドである「特例ガイド」を全国へ適用

拡大すること 

【要望内容】 

総合特区で認められている「特例ガイド」の全国への適用拡大【観光庁】（平成26年度意見書でも

要望） 

【理由】 

通訳案内士は、特に地方において不足しており、そのうち中国語、韓国語、タイ語といった言語を

話せる者はさらに少ないため、増加する外国人旅行客に対して十分な観光ガイドを提供できていない

との声がある。訪日外国人旅行者の増大への対応と地方への誘客促進を図るため、総合特別区域法や

改正中心市街地活性化法等で認められている「特例ガイド」を全国に適用拡大する必要がある。 

（注）通訳案内士の登録者数は17,736人（平成26年４月１日現在）。そのうち、英語は11,865人、中国

語は2,202人、韓国語は964人、タイ語は24人。 

（注）通訳案内士法では、外国人に対し外国語により有料で旅行に関する案内を業として行う場合に

は、通訳案内士試験（国家試験）に合格し、都道府県に登録しなければならないとされている

（無資格者の有償ガイドは認められていない）。 
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（注）総合特別区域法に「通訳案内士以外の者による有償ガイドの特例」が盛り込まれ、総合特区内

において、特区自治体による研修を経た通訳案内士以外の者による有償ガイド行為が可能とさ

れた〔導入区域：北海道札幌市、大阪府泉佐野市、和歌山県高野・熊野地区、島根県益田地区、

奈良県奈良公園、九州７県（福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島）〕。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

登録案内士の都市部・地方部別登録者割合と言語別登録者割合（観光庁 HP より） 

 

③訪日外国人旅行者の急増に対応するため、道路運送法における貸切バスの営業区域規制を緩和すること 

【要望内容】 

道路運送法における営業区域規制のさらなる緩和【国土交通省】 

【理由】 

訪日外国人旅行者の急増に伴い、外国人旅行者向け貸切バスについては、営業所の隣接県を臨時営

業区域と認める特例措置が平成27年９月末まで延長された。本特例措置の恒久化をはじめとする営業

区域規制のさらなる緩和が求められる。 

（注）観光バスは道路運送法で貸切バスに分類されており、出発地・到着地いずれかに都道府県単位

の営業区域を有する事業者しか運行できず、加えて営業区域には必ず営業所と車庫がなければ

ならないと定められている。 

（注）貸切バス運送の安全を適切に確保し、訪日外国人旅行者の増加に対応することを目的に、「一般

貸切旅客自動車運送事業における臨時の営業区域の設定について」（平成19年９月13日付国自旅

第139号通達）により、外国人旅行者向けの貸切バスを対象に、①営業所が所在する区域を管轄

する運輸局の管轄区域（地方ブロック）を臨時営業区域とする、②①のほかに営業所が所在す

る県に隣接する県を、運輸局の管轄区域に関わらず、臨時営業区域とすることができる、とい

う特例措置（当初平成26年４月17日～27年３月31日まで）が、27年９月末まで延長された。 
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２．強い農林水産業づくり 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------  

①水耕栽培用の植物工場について「農地」の地目のままでの建設を認めること 

【要望内容】 

「農地」の地目のままで、コンクリートで地固めした植物工場を建設することを認めること【農林

水産省】（平成26年度意見書でも要望） 

【理由】 

現在、農地をコンクリートで地固めして植物工場を建設すると、

農地法で農地と認められず、雑種地とせざるを得ず、結果として

固定資産税が高くなり、コストが上昇して競争力が低下している。

必要に応じて、国際先端テストにかけ、諸外国の規制を参考に早

期に見直すこと。 

 
 

（注）平成14年４月１日付け農林水産省経営局構造改善課長名による通知（13経営第6953号）では、

「農地をコンクリート等で地固めし、農地に形質変更を加えたものは、農地に該当しない」とさ

れており、コンクリート等を打つためには、地目を雑種地に変更しなければならない。 

（注）オランダでは、農作物の栽培においてコンクリート敷を農地として認めないといった規制はな

い。 

 

②農業の生産性向上と担い手の増加を図るため、株式会社による農地の直接所有を認めること 

【要望内容】 

株式会社による農地の直接所有【農林水産省】（平成25、26年度意見書でも要望） 

【理由】 

リース方式では、返還リスクを恐れて、大規模な設備投資や土地の改良にチャレンジできないとの

声があるため、「直接所有」を望む声がある。農業の生産性・収益性を高めるとともに、農業の担い

手を確保するためにも、株式会社に農地の直接所有を認める必要がある。 

（注）平成21年の農地法改正により、株式会社もリー

ス方式であれば、その農地の所在する市町村の

農業委員会の許可を得て、農地を借りられるよ

うになった（農地法第３条）。 

 

 

 

 

 

  

高糖度で付加価値の高い町田市の水耕栽培メロン
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③農業の規模の拡大や生産性の向上を図るため、農業生産法人における農業関係者以外の議決権比率に

ついて、50％超の場合も認めること 

【要望内容】 

農業生産法人における農業関係者以外の議決権比率について、50％超の場合も認めること【農林水

産省】（平成25、26年度意見書でも要望） 

【理由】 

民間の経営ノウハウを活かして新たな設備投資や IT 化等を進め、規模の拡大や生産性の向上を図

るため、農業生産法人の農業者以外の構成員比率について、50％超の場合も認めることが求められる。 

（注）「規制改革に関する第２次答申」（平成26年６月）において、農業生産法人における役員要件・

構成員要件を下記のとおり緩和する方針が示され、現在、農地法改正法案が今通常国会に提出

されている。 

 改正前 改正後 

役員要件 ・役員の過半の過半が農作業に従事 ・役員又は重要な使用人のうち１人以上 

が農作業に従事 

構成員要件 ・農業関係者が原則３／４以上 

・農業関係者以外（継続的取引関係者） 

は原則１／４まで 

・農業関係者が１／２以上 

・１／２未満は制限を設けない 

 

④林業再生の障害となる山林の所有・利用に関する制度を抜本的に見直すこと 

【要望内容】 

山林の所有・利用に関する制度の抜本的見直し【林野庁】 

【理由】 

所有者不明の山林は、森林経営の集約化・大規模化や６次産業化等を進めるうえでの阻害要因と

なっている。そのため、所有者を明確にする権利登記の義務化、隣接地との境界確認など、山林の有

効活用を促進し、強い林業づくりを推進する必要がある。 

（注）平成23年に施行された森林法の一部を改定する法律により、売買又は相続等の原因如何に関わ

らず、新たに森林の土地の所有者となった者は、事後、市町村にその旨を届け出なければなら

ないこととされた（森林法10条の７の２）。 

（注）農林水産省が行ったアンケートによれば、農地・森林の所有地以外に居住しながら農地・森林

を相続した人のうち、１～２割は、不動産登記簿への登記、市町村や農業委員会への所有者変

更の届出、森林組合・農協への組合員変更の届出、市町村資産税部局への相続人代表指定の届

出のいずれの手続きもしていない。 

 
 
 
 

 

「“農地・森林を相続したら”土地届け解説書」（平成24年３月 農林水産省）より 
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３．地域の安心・安全を支える基盤づくり 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------  

①市街地再開発事業における建築物の階数の条件（３階以上）について、都市規模等に応じて緩和する

こと 

【要望内容】 

都市再開発法に基づく市街地再開発事業の建築物の階数の条件（３階以上）について、都市規模等

に応じた条件に緩和すること【国土交通省】 

【理由】 

都市再開発法に基づく市街地再開発事業の建築物は、「３階以上」との条件が設けられているが、

地方創生に取り組む地方都市においては、３階以上の建物を満室にすることは難しく、建設コストに

見合わないため、再開発の実施に踏み切れない状況にある。そのため、都市規模や地域の実情に応じ

て、この条件を緩和すべきである。 

（注）中心市街地活性化法、都市再生特別措置法等による、コンパクト・プラス・ネットワークのま

ちづくりを推進するためには、既存の市街地に再投資する再開発の手法を取らざるを得ない。

ところがその場合、３階建てが条件では、人口５万人以下クラスの町では、費用対効果が見合

わず、まちづくりの推進に弊害が生じている。 

（注）都市再開発法 

第百二十九条の三 

二  建築物及び建築敷地の整備並びに公共施設の整備に関する計画が、第二条の三第一項第二

号又は第二項の地区の整備又は開発の計画の概要に即したものであり、かつ、次に掲げる条件

に該当すること。 

イ 建築する建築物の地階を除く階数が三以上の耐火建築物であること。 

 

②民間の経営ノウハウを活用するため、特別養護老人ホームについて多様な事業主体の参入を認めるこ

と 

【要望内容】 

民間企業等の特別養護老人ホームへの参入【厚生労働省】 

【理由】 

老年人口の割合が上昇し、あわせて独居高齢者の割合も増加する見込みにあり、その対応は喫緊の

課題となっている。そのため、現在は設置主体が社会福祉法人か地方公共団体に限られている特別養

護老人ホームの経営について、民間企業等多様な経営主体が参入できるよう緩和することが求められ

る。 

（注）特別養護老人ホームの入所申込者は、約52.4万人（平成26年３月25日厚生労働省「特別養護老

人ホームの入所申込者の状況」より）。前回調査（平成21年）より約10万人増加。 
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③患者が“かかりつけ医”などを選びやすくするため、医療機関の情報公開に関する広告を自由化すること 

【要望内容】 

医療機関の情報公開に関する広告の自由化【厚生労働省】（平成25、26年度意見書でも要望） 

【理由】 

適正な競争原理の下で、医療機関（鍼灸院含む）の質やサービスの向上を図るとともに、患者が“か

かりつけ医”などを選びやすくするよう、医療機関の情報公開に関する広告を自由化する必要がある。 

（注）医療や鍼灸院等に関する広告は、「医療法」（第６条の５）、「あん摩マッサージ指圧師、はり師、

きゆう師等に関する法律」（第７条）において、法または広告告示により広告が可能とされた次

の事項以外は、文書その他いかなる方法においても原則禁止となっている。 

（※）現在の主な広告可能事項：診療科名、病院又は診療所の名称、電話番号および所在の場所を表

示する事項、病院又は診療所の管理者の氏名、診療日若しくは診療時間、入院設備の有無など 

（注）医療機関の専門分野や特技・特徴を患者に伝える広告の解禁によって、①患者がかかりつけ医

を選択する際の判断材料が増え、②医療機関間の競争を促すことにより経営効率化やサービス

向上などが期待される。 

（注）全国の医療施設数（平成27年１月末現在）は178,092（病院：8,492、一般診療所：100,801、歯

科診療所：68,799）。 

（注）全国の鍼灸院等施術所数（平成24年12月末現在）は80,210（あん摩・マッサージ・指圧：19,880、

鍼灸：23,145、両方とも施術：37,185）。 

 

④関西イノベーション国際戦略総合特区における臨床修練制度の修練期間（現行 大２年間）を４年間

に延長すること 

【要望内容】 

関西イノベーション国際戦略総合特区における臨床修練制度の修練期間（現行 大２年間）につい

て、４年間に延長【厚生労働省】（平成26年度意見書でも要望） 

【理由】 

関西イノベーション国際戦略総合特区において、臨床修練制度を利用する外国人医師の医学部博士

課程への進学ニーズ等に対応するため、現行は 大２年間とされている修練期間を４年間に延長する

必要がある。 

（注）臨床修練制度（外国医師等が行う臨床修練に係る医師法第17条等の特例等に関する法律） 

○趣旨：医療分野における国際交流の進展と発展途上国の医療水準の向上に寄与することを目

指し、医療研修を目的として来日した外国医師・外国看護師等に対し、その目的を十分に達

成することができるよう、当該研修で医業・看護業務等を行うことを特例的に認める制度。 

○臨床修練の定義：外国医師・外国看護師等が、厚生労働大臣の指定する病院において、臨床

修練指導医等の実地の指導監督の下に医業・看護業務等を行うこと。 

○臨床修練の許可：外国医師・外国看護師等は、厚生労働大臣の許可を受けて、２年以内（外

国看護師等は１年以内）の期間、臨床修練を行うことができる。 

① 医療に関する知識・技能の習得を目的として本邦に入国していること。 

② 臨床修練を行うのに支障のない日本語等の能力を有すること。 

③ 外国医師・外国看護師等の資格を取得後、３年以上の業務経験を有すること。 

（注）わが国の医学部での学生の標準在籍期間は６年間。医学部博士課程は一般的に４年間 
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⑤環境に優しいスマートホーム・スマートシティづくりを推進するため、スマートメーターから分電盤

までの電線で２MHz から30MHz の周波数帯の使用を認めること 

【要望内容】 

スマートメーターから分電盤までの電線における、２MHz から30MHz の周波数帯の使用【経済産業

省・総務省】（平成26年度意見書でも要望） 

【理由】 

電力用の電線を利用した通信を行う際、電気自動車等とつながった屋外電線では、２MHz から30MHz

までの高速通信用の周波数帯の使用が認められている一方、同じ屋外であってもスマートメーターか

らブレーカーまでの電線では認められていない。 

エネルギーの効率的利用を図るとともに、近い将来、高速通信によるスマートホームやスマートシ

ティづくりの推進が期待されるため、スマートメーターからブレーカーまでの電線においても高速通

信用の周波数帯の使用が可能となるよう、国際先端テスト等による検討を行うべきである。 

（注）スマートメーターとは、電力をデジタルで計測し、メーター内に通信機能を持たせた次世代電

力量計。スマートメーターの導入により、電力使用量をリアルタイムで把握することができ、

消費者の節電意識が働くほか、電力会社にとっても電力の需要動向を細かく把握することがで

きるというメリットがある。 

（注）「電波法施行規則等の一部を改正する省令（平成25年総務省令第86号）」において屋内に限定さ

れていた広帯域（２～30MHz）電力線搬送通信設備（PLC）の使用範囲が屋外（分電盤から負荷

側）にも拡大されたが、依然として屋内であっても屋外であってもスマートメーターから分電

盤の間（分電盤から受電側）では使用が禁止されている。 

〔備考〕電力線搬送通信設備（PLC）とは、電線を通信回線としても利用する技術。10～450kHz の

周波数帯を用いるものを低速 PLC、２～30MHz の周波数帯を用いるものを高速 PLC と呼ぶことも

ある。 

（注）スマートメーターから分電盤までの電線で２～30MHz の電力線搬送通信設備（PLC）の使用が可

能になれば、電線の中で一貫した高速データ通信が行えるようになり、高齢者の生活パターン

異常を早期に発見する高齢者見守りサービスや、在・不在に応じた宅配サービスの効率化、家

電などの異常を検知し故障前にメンテナンスを行うなど、様々な分野で新しいビジネスチャン

スが生まれることが期待される。 
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⑥老朽化したビル等の建て替え等を推進するため、「周知の埋蔵文化財包蔵地」での開発事業における

届出日を、工事着工の60日前から30日前に短縮すること 

【要望内容】 

「周知の埋蔵文化財包蔵地」での開発事業について、届出日を工事着工前の60日前から30日前への

短縮【文化庁】 

【理由】 

周知の埋蔵文化財包蔵地で土木工事などの開発事業を行う場合には、事業着工の60日前に、地方自

治体の教育委員会を通じて文化庁長官へ届け出なければならないが、急な案件でも速やかな着工がで

きず、老朽化したビルの建て替えの妨げになっている。 

（注）文化財保護法第九十二条において、「土地に埋蔵されている文化財（以下「埋蔵文化財」という。）

について、その調査のため土地を発掘しようとする者は、文部科学省令の定める事項を記載し

た書面をもつて、発掘に着手しようとする日の三十日前までに文化庁長官に届け出なければな

らない。」とされている。 

（注）文化財保護法第九十三条において、「土木工事その他埋蔵文化財の調査以外の目的で、貝づか、

古墳その他埋蔵文化財を包蔵する土地として周知されている土地（以下「周知の埋蔵文化財包

蔵地」という。）を発掘しようとする場合には、前条第一項の規定を準用する。この場合におい

て、同項中「三十日前」とあるのは、「六十日前」と読み替えるものとする。」とされている。 

（注）「周知の埋蔵文化財包蔵地」は、文化財保護法第九十五条に基づき、原則として市町村の教育委

員会が作成する遺跡地図（貝塚・古墳・住居跡などの遺跡の区域を示す地図）に区域が示され

ているが、地域社会において埋蔵文化財が埋もれていることが認識されている土地もまた「周

知の埋蔵文化財包蔵地」とされる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

埋蔵文化財に関する手続きの流れ（さいたま市 HP より（一部加工）） 

  

 

 

工事着工の60日前に 

届け出る必要がある。 

実際に発掘調査を行うの

は５～６件に１件 

（文化庁資料より） 
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⑦地域における環境変化に柔軟に対応するため、鳥獣保護区の存続期間を「20年以内」から「５年以内」

に早めること 

【要望内容】 

鳥獣保護区の存続期間を20年以内から５年以内に改訂【環境省】 

【理由】 

鳥獣の特別保護地区内では一定の開発行為が禁止されているが、20年近く前の状況を踏まえて設定

されており、過度な保護により、野生動物が増え、一般市民が害獣の被害に遭うなど、生活の平穏が

脅かされている。また地域内の都市開発が進まないなどの弊害も起きていることから、現在の環境変

化に合わせて見直しを行う必要がある。 

（注）鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律 

第二十九条 環境大臣または都道府県知事は、それぞれ鳥獣保護区の区域内で鳥獣の保護又は鳥獣の

生息地の保護を図るためとくに必要があると認める区域を特別保護地区として指定することが

できる。 

７ 特別保護地区の区域内においては、次に掲げる行為は、第一項の規定により環境大臣が指

定する特別保護地区（以下「国指定特別保護地区」という）にあっては環境大臣の、同項の規

定により都道府県の許可を受けなければ、してはならない。ただし、鳥獣の保護に支障がない

と認められる行為として国指定特別保護地区にあっては環境大臣が、都道府県指定特別保護地

区にあっては都道府県知事がそれぞれ定めるものについては、この限りでない。 

一 建築物その他の工作物を新築し、改築し、または増築すること。 

二 水面を埋め立て、又は干拓すること。 

三 木竹を伐採すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

野生鳥獣による農作物被害額の推移（平成25年２月 農林水産省） 
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４．対日投資の促進 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------  

①外国とのビジネス環境のイコールフッティングを促進するため、「社会保障協定締結国」を経済的に

密接な国にまで拡大すること 

【要望内容】 

「社会保障協定締結国」の締結促進【厚生労働省】 

【理由】 

日本国内で働く外国人は、出身国と日本国の社会保障制度に加入を行う必要があり、社会保険料を

二重に負担する必要がある。日本は「保険料の二重負担」を防止するための社会保障協定を一部の国

と締結しているが、外国とのビジネス環境のイコールフッティングを促進するため、社会保障協定締

結国を拡充する必要がある。 

（注）社会保障協定の実施に伴う厚生年金法等の特例等に伴う法律により、社会保障協定を締結した

二か国間での医療保険制度や年金制度の重複適用の回避や、年金給付を受けるために必要とさ

れる期間の通算に関する事項が定められている。 

（注）社会保障協定発効済国：ドイツ、イギリス、韓国、アメリカ、ベルギー、フランス、カナダ、オースト

ラリア、オランダ、チェコ、スペイン、アイルランド、ブラジル、スイス、ハ

ンガリー 

社会保障協定署名国（未発効）：イタリア、インド、ルクセンブルク 

政府間交渉国：スウェーデン、中国、フィリピン、トルコ 

（注）日本の EPA 締結国：シンガポール、メキシコ、マレーシア、チリ、タイ、インドネシア、ブル

ネイ、ASEAN、フィリピン、スイス、ベトナム、インド、ペルー、豪、モン

ゴル  

交渉中等：カナダ、コロンビア、日中韓、EU、東アジア地域包括的経済連携（RCEP）、TPP（環

太平洋パートナーシップ）、トルコ、GCC（湾岸協力理事会）、日韓 

 

②日本への投資の増加を図るため、訪日ビザ発給要件を緩和すること 

【要望内容】 

①訪日ビザ発給要件の緩和 

②投資ビザの創設【法務省】 

【理由】 

日本への投資が見込まれる国々に対し、ビザ発給要件の緩和や免除を進める必要がある。特に、訪

日プロモーション重点市場に追加され、日本への投資が期待できる中国、インド、ブラジル、フィリ

ピン等に対する、さらなる要件緩和が必要である。今年12月に経済共同体の構築が予定されている

ASEAN のミャンマー、カンボジア、ラオスについても、工程表を作成し、戦略的な緩和を進めるべき

である。また、グローバル経済が進展する中、安全な日本に投資したいと思う海外の富裕層も増えて

いることから、諸外国で導入が進んでいる「投資ビザ」を創設することが考えられる。 

（注）投資ビザが存在する国 

ギリシャ、アイルランド、オランダ、ポルトガル、スペイン、イギリス、アメリカ、カナダ、

オーストラリア、ニュージーランド、メキシコ、韓国、チリ 
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③外国企業の日本におけるビジネス環境の向上を図るため「技術・人文知識・国際業務」の在留資格要

件における実務経験の短縮化等を図ること 

【要望内容】 

在留資格要件における実務経験の短縮化等【法務省】 

【理由】 

「技術・人文知識・国際業務ビザ」のうち、「技術」および「人文知識」の発給を受けるためには、

「大学卒者又は10年の実務経験」が必要とされている。外国企業の日本におけるビジネス環境の向上

を図るため、在留資格要件における実務経験年数の短縮化を図ることが求められる。 

（注）専門的・技術的分野における外国人の受入れに関する企業等のニーズに柔軟に対応するため、平

成27年４月１日より、業務に必要な知識の区分（理系・文系）に基づく「技術」と「人文知識・

国際業務」の区分をなくし、包括的な在留資格「技術・人文知識・国際業務」に一本化された。 

（注）「技術」は、IT 技術者（システムエンジニア、プログラマー等）、機械工学の技術者、製造・開

発技術者、建築・土木設計者等が取得するもので、「人文知識・国際業務」は、大きく「人文知

識」と「国際業務」の２つに分かれ、前者は経営管理、企画、マーケティング、労務管理、経理

会計、広報、宣伝、海外取引業務、商品開発、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン等の業務

に従事する者、後者は貿易業務などでの通訳や翻訳、語学学校などの語学講師等が取得するも

のである。 

 

④外国企業ならびに外国人の利便性向上を図るため、査証（ビザ）のオンライン申請を導入すること 

【要望内容】 

外国人による査証（ビザ）のオンライン申請の導入【法務省】 

【理由】 

日本国外において、外国人が査証（ビザ）を申請する際には、当該国の日本大使館もしくは領事館

へ必要書類を提出し、ビザの発給申請を行う必要がある。外国企業ならびに外国人の利便性向上を図

るため、オンライン申請を導入する必要がある。 

（注）出入国管理及び難民認定法において、日本国に入国しようとする外国人（乗員を除く。）は、有

効な旅券で日本国領事官等の査証を受けたものを所持しなければならないとされている。 

（注）外務省設置法第４条ならびに第７条において、在外公館・領事館等が査証発給事務を行うこと

とされている。 

（注）ビザのオンライン申請導入国：アメリカ、イギリス、カナダ、ブラジル、インド、オーストラリ

ア、カンボジア、スリランカ、ネパール、バングラデシュ、ベトナム、ミャンマー、ニュージー

ランド等 
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Ⅱ. 中小企業の活力強化  

１．創業・起業・ベンチャーの支援 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------  

①円滑な事業承継を推進するため、飲食店を営む者が生前に自分の子に営業を譲渡する場合の手続きを

簡素化すること 

【要望内容】 

個人で営む飲食店における生前の営業譲渡手続きを相続の場合と同様に簡素化すること【厚生労働省】 

【理由】 

個人で飲食店を営む者が死亡し、その子が事業を相続をする場合、簡易な変更手続きだけで可能と

なるが、生前時での譲渡の場合は、新規申請の場合と同様の手続きが必要となる。親子間での円滑な

事業承継を推進するため、これを簡素化する必要がある。 

（注）食品衛生法 

第五十二条 

前条に規定する営業を営もうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事

の許可を受けなければならない。 

第五十三条 

前条第一項の許可を受けた者（以下この条において「許可営業者」という。）について相続、合

併又は分割（当該営業を承継させるものに限る。）があつたときは、相続人（相続人が二人以上

ある場合において、その全員の同意により当該営業を承継すべき相続人を選定したときは、そ

の者）、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該営業を承継

した法人は、許可営業者の地位を承継する。 

２ 前項の規定により許可営業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を

添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 

⇒相続で事業を承継する場合→簡素な手続き 

（注）食品衛生法施行規則 

第六十八条 法第五十三条第二項 の規定により相続による許可営業者の地位の承継の届出を

しようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を、都道府県知事の許可を受けたものに

ついてはその営業所所在地を管轄する都道府県知事に、保健所を設置する市の市長又は特別区

の区長の許可を受けたものについてはその営業所所在地を管轄する市長又は区長に提出しなけ

ればならない。 

一 届出者の住所、氏名及び生年月日並びに被相続人との続柄 

二 被相続人の氏名及び住所 

三 相続開始の年月日 

四 営業所所在地 

五 営業の種類 

六 現に受けている営業許可の番号及びその年月日 

２ 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 

一 戸籍謄本 

二 相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により許可営業者の地位を承継すべ
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き相続人として選定された者にあつては、その全員の同意書 

⇒生前に事業を承継する場合→新たに開業手続きが必要 

 

②地方における創業の促進を図るため、開業手続きに関するワンストップセンターを全国に設置するこ

と 

【要望内容】 

開業手続きに関する相談業務や各種手続きの支援を総合的に行うワンストップセンターを、全国各

地に設置【法務省、国税庁、厚生労働省】 

【理由】 

サービス業を中心とした地域における創業は、地域に仕事と雇用を生み、疲弊する地域経済の活性

化を実現する。しかし、開業手続きが煩雑であることが、地域における創業が低迷する一因となって

いる。 

国家戦略特区として指定された東京都には、今年４月１日、登記、税務、年金・社会保険等の法人

設立および事業開始時に必要な各種の申請や外国人の在留資格認定証明書交付申請のための窓口を

集約し、関連する相談業務や各種手続きの支援を総合的に行う「東京開業ワンストップセンター」お

よび、東京での事業展開を目指す外国企業等のビジネスマッチングや生活面の相談等にバイリンガル

の相談員がワンストップで対応する「ビジネスコンシェルジュ東京」が設置された。地方にも、こう

いった開業手続きを支援する「ワンストップセンター」の設置が必要である。 

（注）公証人は公証役場において職務を行う必要があるが、今通常国会にて、公証人が行う定款の認

証について、特区内に設置する「ワンストップセンター」で行うことが可能であることを明確

化する特区法改正案が成立する見込みである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

「東京開業ワンストップセンター」フロア見取り図（東京都 HP より） 

 

 

 

 

 

 

「東京開業ワンストップセンター」施設内部（東京都 HP より） 
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③経営の効率化やサービスの向上を図るため、株式会社による医療機関への直接参入を認めること 

【要望内容】 

株式会社による医療機関への直接参入【厚生労働省】（平成25、26年度意見書でも要望） 

【理由】 

民間の経営ノウハウを活かし、経営の効率化やサービスの向上を図るため、株式会社による医療機

関への直接参入を認めるべきである。医療法人に民間経営のノウハウを活かすことにより、①資金調

達の円滑化、②経営の近代化・効率化、③投資家からの厳格なチェックが得られるようになり、良質

なサービスの提供が期待される。 

（注）産業競争力会議が取りまとめた「成長戦略進化のための今後の検討方針」（平成26年１月20日）

の中で、医療・介護等の一体的サービス提供促進のための法人制度改革等として、複数の医療

法人や社会福祉法人等を社員総会等を通じて統括し、一体的な経営を可能とする「非営利ホー

ルディングカンパニー型法人制度（仮称）」の創設を検討する方針が示された。これを受け、厚

生労働省の「医療法人の事業展開等に関する検討会」が平成27年２月に、「地域医療連携推進法

人」（仮称）の創設を提言。今後、国会審議に係る予定。 

（注）医療法人の理事長については、医療法（第46条の３）で都道府県知事の認可を受けた場合は医

師・歯科医師でない者から選出できることになっているが、規制改革会議において、医師・歯

科医師の資格を持たない民間企業の経営者等が「届出制」で医療法人の理事長になれるよう議

論しているところ。 

（注）医療法は、営利を目的として、病院、診療所または助産所を開設しようとする者に対しては、

開設の許可を与えないこととなっている（医療法第７条第５項）。 
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④需要の拡大が見込まれる急病人等搬送サービスについて、使用する車両を緊急自動車として認めるこ

と 

【要望内容】 

民間企業が行う急病人等搬送サービスに使用する車両について、緊急自動車として認めること【警

察庁】（平成26年度意見書でも要望） 

【理由】 

地域包括ケアの進展に伴い需要の拡大が見込まれる民間企業による急病人等搬送サービスは、患者

の容態が急変した場合などは緊急性が極めて高く、かつ公的サービスを補完するものでもあるため、

運行の安全に十分配慮したうえで、搬送サービスに使用する車両を道路交通法で規定する緊急自動車

に指定し、駐停車禁止区域内でのストレッチャーを含む患者の乗り降りや、赤色灯等の使用が必要で

ある。 

（注）道路交通法施行令第十三条で緊急自動車として認められているのは消防車、救急車、警察用自

動車、自衛隊用自動車、検察庁が使用する自動車、刑務所が使用する自動車、入国者収容所な

どが使用する自動車、電機事業者、ガス事業者その他の公益事業者が使用する自動車、水防機

関が使用する自動車、輸血に用いる血液製剤を販売するものが使用する自動車、医療機関が臓

器の運搬などのために使用する自動車、道路の管理者が使用する自動車、総合通信局などが使

用する自動車、交通事故調査分析センターが使用する自動車などに限られる。 

（注）道路交通法第四十一条 

緊急自動車は下記交通規則が除外される。 

第八条第一項（通行の禁止等） 

第十七条（通行区分）第六項（通行禁止部分） 

第十八条（左側寄り通行等） 

第二十条（車両通行帯）第一項及び第二項 

第二十条の二（路線バス等優先通行帯） 

第二十五条（道路外に出る場合の方法）第一項及び第二項 

第二十五条の二（横断等の禁止）第二項（指定横断等禁止） 

第二十六条の二（進路の変更の禁止）第三項（道路標示） 

第二十九条（追越しを禁止する場合、二重追越し） 

第三十条（追越しを禁止する場所） 

第三十四条（左折又は右折）第一項、第二項及び第四項 

第三十五条（指定通行区分）第一項 

第三十八条（横断歩道等における歩行者等の優先）第一項前段及び第三項（横断歩道等に接近

する場合の減速、手前での追抜き禁止） 

（注）緊急自動車は緊急走行時には、サイレンを鳴らし、かつ、赤色の警光灯を点けなければならな

い。（道路交通法施行令第十四条） 
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⑤医療機器等における「条件・期限付き承認制度」を創設すること 

【要望内容】 

医療機器等における「条件・期限付き承認制度」の創設【厚生労働省】 

【理由】 

再生医療等製品においては、「条件・期限付き承認制度」が認められているが、医療機器や医薬品

開発のスピードアップを促し、国際競争力を強化するため、医療機器等についても、「条件・期限付

き承認制度」を創設するべきである。 

（注）平成26年11月施行の薬事法改正で、再生医療等製品については、安全性が認められ、有効性が

推定されれば、一定の条件・期限を付して製造販売許可を与えることができるとされている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

再生医療等製品における条件・期限付承認制度（厚生労働省 HP より） 
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⑥希少疾病の臨床試験における薬効性確認の期間を短縮すること 

【要望内容】 

希少疾病の臨床試験における薬効性確認の期間の短縮【厚生労働省】 

【理由】 

医薬品の開発に関して、希少疾病の場合は薬効性を確認するほどの症例がなく、臨床試験に非常に

時間がかかるため、国際先端テストにかけ、諸外国の例を参考に、安全を確保した上で、開発期間を

短縮すること。 

（注）新薬の開発プロセスには、９－17年の年月が必要。 

１．基礎研究２－３年 

２．非臨床試験（動物実験など）３－５年 

３．臨床試験（治験）３－７年 

４．承認申請と審査１－２年 

出典：『テキストブック製薬産業2012』 

（注）希少疾病とは、薬事法77の２および薬事法施行規則251条において、「対象患者数が本邦におい

て５万人未満であること」と定められている。希少疾病の例：甲状腺がん、成人 T細胞白血病・

リンパ腫、特発性拡張型心筋症 

 

⑦中小企業のキャッシュフローを考慮し、独立行政法人医薬品医療機器総合機構（PMDA）の手数料につ

いて柔軟な支払いを認めること 

【要望内容】 

PMDA の手数料の柔軟な支払い【厚生労働省】 

【理由】 

PMDA の審査や相談にかかる手数料については、一定条件の中小・ベンチャー企業に対して、相談・

承認申請手数料の補助制度が創設されたところであるが、支払い方法が「一括前払い」とされている。

事業化する前の収入がない中での支払いは、中小企業の資金繰りを圧迫するため、分割後払いなどの

柔軟な支払いを認める必要がある。 

（注）PMDA の手数料は、定められた期日までに一括で振込むことになっている。 

（注）手数料について 

・審査料 

医薬品：数十万円～３千数百万円 

医療機器：数万円～２千数百万円 

・相談料 

医薬品：１相談あたり、数万円～７百数十万円 

医療機器：１相談あたり、数万円～２百数十万円 
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⑧車椅子のまま乗車・運転できる「車椅子専用トライク」を実用化するため、「側車付き二輪自動車」の

保安基準から不要な基準を外すこと 

【要望内容】 

「車椅子専用トライク」の構造の実態に合わせ、「側車付き二輪自動車」の保安基準から「またがり

式の座席」「運転者席の側方が開放された」の要件を外すこと【国土交通省】 

【理由】 

新たに開発された車椅子のまま乗車・運転できる「車椅子専用トライク」は、障碍者の利便性向上

に寄与する有用な車両となり得る。 

一方で、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示において、側車付二輪自動車（トライク型）

は、「またがり式の座席、ハンドルバー方式のかじ取装置及び３個の車輪を備え、かつ、運転者席の

側方が開放された自動車」と定められている。 

しかし、本来座席のある位置に車椅子のまま乗車する「車椅子専用トライク」に、「またがり式の

座席」は不要であり、また、「側方を開放」しても車椅子では側方から乗車できないだけでなく、側

方が開放されていない方が転倒した際のリスクも小さい。 

（注）道路運送車両の保安基準の細目を定める告示 第２条四 

「側車付二輪自動車」とは、次のいずれかに該当するものをいう。 

イ 直進状態において、同一直線上にある２個の車輪及びその側方に配置された１個（複輪を

含む。）又は２個（二輪自動車の片側の側方に備えたものに限る。）の車輪（以下「側車輪」と

いう。）を備えた自動車 

ロ またがり式の座席、ハンドルバー方式のかじ取装置及び３個の車輪を備え、かつ、運転者

席の側方が開放された自動車 

（※）上記イをサイドカー型、ロをトライク型と呼んでいる。 

 

 

 

 

 

 

 

「車椅子専用トライク」の試作車 
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２．サービス業の生産性向上 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------  

①多様な理・美容ニーズに応えるため「理・美容車」の許可基準のガイドラインを国が作成すること 

【要望内容】 

「理・美容車」に関する国による統一基準の設定【厚生労働省】 

【理由】 

理容業・美容業では、店舗とは別に、移動車両を活用したサービスの提供が認められている。しか

しながら、地方自治体によって店舗型の「理・美容所」 低面積基準を、そのまま「理・美容車」に

も適用しているケースがあり、都市部などの駐車スペースの狭い場所で理・美容車を駐車できず、在

宅介護が必要な高齢者等からの注文に応えられないといった事態が発生している。また、その基準も、

都道府県によってさまざまとなっていることから、国が統一的な基準を示すガイドラインを作成する

必要がある。 

（注）「規制の簡素合理化に関する調査」（平成26年10月14日、総務省）によれば、調査を行った11都

道府県等のうち９都道府県等で、店舗型の理・美容所と同様の床面積の 低面積基準を、その

まま理・美容車にも適用している。また、４都道府県等では、理・美容車における洗髪等に必

要な設備として、通常の店舗型の理・美容所にはない給水タンクおよび給水タンクと同容量以

上の排水タンクを備えることとしている。 

 
 
 
 
 
 

11都道府県の条例における理・美容車の床面積の 低基準（厚生労働省調査より） 

 

②不動産業の販路拡大や都市部から地方への移住を推進するため、不動産取引における「インターネッ

トを活用した重要事項説明」を早期に実現すること 

【要望内容】 

宅地建物取引に関する重要事項説明方法の拡大を早期に実現すること【国土交通省】 

現行：対面 → インターネット 

【理由】 

宅地建物取引に関する重要事項説明は、宅地建物取引業法により取引の相手方に対し直接書面を交

付し対面での説明を要することとされている。現在、IT を活用した対面以外での重要事項説明につい

て、社会実験に取り組むこととされているが、地方の中小・小規模の不動産業者が遠隔地まで販路を

拡大でき、かつ、地方移住を推進することができるよう、この取り組みを加速して早期に実現すべき

である。 

（注）国土交通省が設置した「IT を活用した重要事項説明等のあり方に係る検討会(平成26年４月～12

月)」において「IT 活用を活用した対面以外での重要事項説明について社会実験に取り組む」こ

ととされた。 

（注）平成27年夏頃から 大２年間、具体的な社会実験を行う予定。 
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③タクシー業の生産性向上と利用者の利便性向上のため、営業区域外まで旅客を運送したタクシーの帰

路について、行き先が営業区域と同一方面であれば運送を認めること 

【要望内容】 

営業区域外から空車で帰る無駄を省くため、帰りの行き先が営業区域と同一方面（隣接する営業区

域等）であれば、乗客の乗車を認めること【国土交通省】 

【理由】 

タクシーが営業区域外まで乗客を乗せた場合、帰り道に乗客を乗せて営業できるのは、営業区域内

まで乗車する旅客に限定されており、そのような旅客が見つからない限り、空車で帰らざるを得ず、

無駄が生じている。タクシー業の生産性向上と利用者の利便性向上のため、例えば、タクシーの運行

台数が限られる地方都市においては、乗客の行き先が営業区域と同一方面（隣接する営業区域等）で

あれば、乗車を認めることが考えられる。 

（注）道路運送法 

（一般旅客自動車運送事業の許可） 

第五条 一般旅客自動車運送事業の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申

請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 

（禁止行為） 

第二十条  一般旅客自動車運送事業者は、発地及び着地のいずれもがその営業区域外に存する

旅客の運送（路線を定めて行うものを除く。）をしてはならない。 
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３．雇用促進と労働力不足対策 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------  

①若年層の雇用拡大等を図るため、自動車教習指導員と技能検定員の受験資格の年齢要件を緩和するこ

と 

【要望内容】 

自動車教習指導員（現行21歳以上）、技能検定員（現行25歳以上）の受験資格の年齢要件の緩和【警

察庁】 

【理由】 

現在、自動車教習指導員や技能検定員の受験には、実務経験は問われず、それぞれ21歳、25歳であ

れば受験できる。意欲ある若年層の雇用拡大、活躍推進の観点から、高校新卒者がすぐに自動車教習

所に就職できるよう、自動車学校による運転技術の専門教育や適性検査などによる安全対策をはかる

ことを前提に、受験年齢を引き下げる必要がある。 

（注）指定自動車教習所の教官には、自動車教習をする「指導員」と、指定自動車教習所の技能検定

をする「検定員」が存在。道路交通法99条により、教習指導員は21歳、技能検定員は25歳以上

でなければ受験できない。 

 

②タクシー等の運転手不足を解消するため、第二種自動車免許の受験資格の要件（現行21歳以上で免許

取得３年以上）を緩和すること 

【要望内容】 

第二種自動車免許の受験資格の要件（現行21歳以上で免許取得３年以上）の緩和【警察庁】 

【理由】 

自動車運転における新技術の導入（オートマチック車、GPS カーナビゲーションシステム、衝突防

止装置）により、タクシー運転手が利用できる技術は格段に進歩している。タクシー業界における人

手不足、特に東日本大震災の被災地では深刻であり、高卒新卒者がタクシー会社ですぐに就業できる

よう、自動車学校等による運転技術の専門教育や適性検査などによる安全対策をはかることを前提

に、受験資格の要件を見直す必要がある。 

（注）乗務員となる資格要件である普通自動車第二種免許の受験資格の年齢が、道路交通法第96条第

５項１号及び道路交通法施行令第34条第３項２号により、「21歳以上の者で、普通自動車免許を

取得してから通算して３年以上の者」とされている。 

（注）新車販売におけるオートマチック車普及率：98.3％（2010年「日本自動車販売協会連合会」調

べ） 

カーナビゲーション搭載率：63.1％、衝突防止装置装着率：5.6％（2014年ソニー損保調べ） 
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③医療・介護の現場での人手不足を解消するため、看護師試験、介護福祉士試験における外国人の合格

率向上を図ること 

【要望内容】 

看護師試験、介護福祉士試験における外国人の合格率向上対策の実施【厚生労働省】（平成25年度

意見書でも要望） 

【理由】 

医療分野や、今後の成長分野である介護分野では離職が多く、深刻な人手不足状態にある。このた

め、一定の日本語力を確認・担保できる条件のもとで、介護福祉士試験を英語や母国語でも受験可能

にするなど、看護師試験、介護福祉士試験における外国人の合格率向上に向けた対策を講じるべきで

ある。 

（注）「介護人材受給推計（暫定値）」（第４回社会保障審議会福祉部会福祉人材確保専門委員会（平成

27年２月23日開催）資料）によれば、2025年度（平成37年度）における介護人材の需給見込み

は、需給見込み（約248万人）に対し、供給見込み（約215万人）となり、約30万人の需給ギャッ

プが見込まれると推計されている。 

（注）EPAで受け入れた外国人の看護士試験、介護福祉士試験の合格率の水準が低いことについては、

受験のための専門用語など日本語のハードルが高いこと、ハードな職務の中で日本語と国家試

験対策の勉強へ十分な時間が取れないことなどが理由として指摘されている。 

※2014 年合格率＝看護師 EPA 合格率10.4％（看護師計では89.8％）、介護福祉士 EPA 合格率

44.8％（介護福祉士計では61.0％）[厚生労働省発表] 

※関連法規：社会福祉士及び介護福祉士法、保健師助産師看護師法 

（注）国家試験合格者・合格率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（厚生労働省 HP より） 
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④介護分野や観光分野における人材不足に対応するため、外国人技能実習制度における対象職種を追加

すること 

【要望内容】 

外国人技能実習制度における技能実習対象職種への介護分野および観光分野（フロント業務やレス

トランサービス業務）の追加【法務省・厚生労働省・経済産業省】 

【理由】 

高齢化の進行によって、2025年度には、我が国において介護に携わる職員がおよそ30万人不足する

と推計されている。今後、先進国だけでなく新興国でも高齢化が進むと予想されるなかで、技術移転

を通じた「人づくり」への協力を基本理念とする外国人技能実習制度の対象職種に介護分野を追加す

ることによって、世界に先駆けて超高齢社会を迎えた日本の介護技術を他国に移転するとともに、我

が国の介護サービスの充実へと結び付けていくべきである。 

また、今後、外国人旅行客のさらなる増加が見込まれ、観光分野における人材不足も予想される。

外国人技能実習制度の対象職種に、フロント業務やレストランサービス業務などのホテルスタッフ業

務を加えることで、日本の優れたホスピタリティを身に付けた観光人材を育成するとともに、観光分

野における人材不足を解消する必要がある。 

（注）外国人技能実習制度における「技能実習２号」への移行対象職種・作業は、職業能力開発促進

法に基づく技能検定の職種・作業と、JITCO（公益財団法人国際研修協力機構）の認定による公

的評価システム基づく職種・作業を合わせて、平成27年１月23日現在で69職種127作業に限られ

ている。このうち、技能検定によるものが53職種83作業で、JITCO 認定による公的評価システム

によるものが16職種44作業。 

（注）外国人技能実習制度は、平成26年６月に閣議決定された日本再興戦略で、平成27年度中に新制

度移行を目指すとされた。法務省と厚労省が平成26年11月、合同で有識者懇談会を設置して見

直し作業を進め平成27年１月に報告書を取りまとめた。政府は同懇談会の報告書を反映し、新

法案を作成、今通常国会に提出する方針。報告書は「管理監督体制の強化」「実習生の人権保護」

「技能習得、移転の促進」「制度拡充」が柱となっている。 
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⑤建設現場における専任技術者の設置基準を見直すこと 

【要望内容】 

建設現場における専任技術者の設置基準の見直し【国土交通省】 

【理由】 

建設現場には、主任技術者や監理技術者といった現場専任の技術者が必要であり、専任技術者の設

置は工事の請負金額に応じて決まっている。しかし、同基準は平成６年以降改正されておらず、現状

に合っていない。このため、同基準について、現状に合わせた金額に見直す必要がある。 

（注）建設業法第26条 

建設業者は、その請け負つた建設工事を施工するときは、当該建設工事に関し第７条第２号イ、

ロ又はハに該当する者で当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるも

の（以下「主任技術者」という。）を置かなければならない。 

３ 公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重

要な建設工事で政令で定めるものについては、前２項の規定により置かなければならない主任

技術者又は監理技術者は、工事現場ごとに、専任の者でなければならない。 

（注）建設業法施行令 

第27条 法第26条第３項の政令で定める重要な建設工事は、次の各号のいずれかに該当する建

設工事で工事一件の請負代金の額が2,500万円（当該建設工事が建築一式工事である場合にあつ

ては、5,000万円）以上のものとする。 

一 国又は地方公共団体が注文者である施設又は工作物に関する建設工事 

二 第15条第１号及び第３号に掲げる施設又は工作物に関する建設工事 

三 次に掲げる施設又は工作物に関する建設工事 

（注）建設業法施行令 第27条 専任技術者の配置が必要とされる請負代金の改正履歴 

昭和31年  450万 

昭和52年  600万 

昭和59年   900万 

昭和63年 1,500万 3,000万（建築一式工事の場合） 

平成６年 2,500万 5,000万（建築一式工事の場合） 
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⑥建設業の受注拡大を図るため、「１級施工管理技士」の受検資格の実務経験年数要件を短縮化するこ

と 

【要望内容】 

「１級施工管理技士」の受検資格である実務経験年数要件の短縮化【国土交通省】 

【理由】 

建設工事等における公共事業入札の際、１級の施工管理技士がいることを入札要件とするものも多

い。一方、中小企業においては、限られた人員の中で、既存の社員を１級の施工管理技士にするには、

実務経験年数を満たす必要があるため、一定の時間を要する。建設業における人手不足への対応と優

秀な若手技術者の受験機会を確保するため、上記試験受検の際の実務経験年数要件の短縮化が必要で

ある。 

（注）「施工管理技士」は、建設機械施工技士、土木施工管理技士、建築施工管理技士、電気工事施工

管理技士、管工事施工管理技士、造園施工管理技士の６種類。 

（注）１級土木施工管理技士の学科・実地試験の受検資格は、次の（イ）、（ロ）、（ハ）、（二）の何れか

に該当する者とされている。 

 

（イ）学歴 

学歴 
実務経験年数 

指定学科卒業後 指定学科以外卒業後 

大学 ３年以上 ４年６ヶ月以上 

短大、高専 ５年以上 ７年６ヶ月以上 

高校 10年以上 11年６ヶ月以上（※1）

その他 15年以上 

上記実務経験年数のうち、１年以上の指導監督的実務経験年数が含まれていることが必要。 

 

（ロ）２級土木施工管理技術検定合格者 

区分 学 歴 
実務経験年数 

指定学科卒業後 指定学科以外卒業後 

２級合格後の実務経験 － ５年以上 

合格後５年未満の者 
高校 ９年以上 10年６ヶ月以上（※1） 

その他 14年以上 

上記実務経験年数のうち、１年以上の指導監督的実務経験年数が含まれていることが必要。 

 

（ハ）専任の主任技術者の経験が１年（365日）以上ある者 

区分 学 歴 
実務経験年数 

指定学科卒業後 指定学科以外卒業後 

２級合格後の実務経験 － ３年以上 

２級合格後３年未満の者 

短大、高専 － ７年以上 

高校 ７年以上 ８年６ヶ月以上（※１） 

その他 12年以上 

２級土木の資格のない者 
高校 ８年以上 11年以上（※１、※２） 

その他 13年以上 
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（ニ）指導監督的実務経験年数が１年以上、及び主任技術者の資格要件成立後専任の監理技術者の設

置が必要な工事において当該監理技術者による指導を受けた実務経験年数が２年以上ある者 

区分 学歴 
実務経験年数 

指定学科卒業後 指定学科以外卒業後 

２級合格後の実務経験 － ３年以上（注１） 

２級土木の資格のない者 高校 ８年以上（注２） － 

（注１）３年以上の実務経験のうち、１年以上の指導監督的実務経験年数を含み、かつ、専任の監理

技術者による指導を受けた実務経験年数２年以上を含む。 

（注２）８年以上の実務経験のうち、１年以上の指導監督的実務経験年数を含み、かつ、５年以上の

実務経験の後、専任の監理技術者による指導を受けた実務経験年数２年以上を含む。 

 

※１ 高等学校の指定学科以外を卒業した者には、高等学校卒業程度認定試験規則（平成17年文部科

学省令第１号）による試験、旧大学入学試験検定規程（昭和26年文部省令第13号）による検定、旧専

門学校入学者検定規程（大正13年文部省令第22号）による検定又は旧高等学校高等科入学資格試験規

程（大正８年文部省令第９号）による試験に合格した者を含む。 

※２ ２級土木施工管理技術検定合格者以外の者で、高等学校指定学科以外を卒業し、建設機械施工

技術検定に合格した方の土木施工管理に関する必要な実務経験年数は９年６ヵ月以上となる。 
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４．知的財産の活用 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------  

①知財の活用を推進するため、特許の出願、審査請求、早期審査、減免制度の申請手続きを簡素化する

こと 

【要望内容】 

出願、審査請求、早期審査、減免制度の申請手続きについて、一括申請を認めること【特許庁】 

【理由】 

出願、審査請求、早期審査、減免制度については、それぞれ申請が必要であるが、手続きが煩雑で

あるため、ワンストップで一括で申請できるよう簡素化が必要である。 

（注）特許法 

（特許出願の審査） 

第48条の２ 特許出願の審査は、その特許出願についての出願審査の請求をまつて行なう。 

（出願審査の請求） 

第48条の３ 特許出願があつたときは、何人も、その日から３年以内に、特許庁長官にその特

許出願について出願審査の請求をすることができる。 

（後略） 

（注）早期審査については、中小企業であれば利用可能。 

 

②中小企業の知財活用を推進するため、国内および国際出願における特許料等の減免制度について、要

件の緩和と対象の拡大を図ること 

【要望内容】 

特許料の減免制度の対象拡大【特許庁】 

従業員：20人以下（設立10年未満）→ 従業員300人以下 

対 象：「特許」のみ→「実用新案、意匠、商標」まで拡大 

【理由】 

ヒト・モノ・カネ・情報など、さまざまな面で制約を抱える中小企業は知的財産を経営に結びつけ

る取り組みは不十分であり、中小企業の知財活用の後押しが求められる。そのため、国内および国際

出願における特許料等の減免制度について、従業員20人以下の企業に限らず、300人以下の中小企業

は一律に利用できるようにするとともに、実用新案、意匠、商標も対象とすべきである。 

（注）特許料等の減免制度 

平成26年４月より、従業員20人以下の小規模事業者、設立10年未満の中小・ベンチャー企業に

対し、審査請求料、特許料（１～10年分）、国際出願手数料等を1/3に軽減。 

（注）アメリカでは、従業員500人以下であれば特許料等が1/2になるスモールエンティティ制度、出

願経験の乏しい事業者については特許料等が1/4になるマイクロエンティティ制度がある。 

 

  



－247－ 

 

③意匠および商標について、中小企業であれば早期審査の対象にすること 

【要望内容】 

意匠および商標について、中小企業であれば早期審査の対象にすること【特許庁】 

【理由】 

特許については中小企業であれば早期審査が利用可能だが、意匠および商標については、権利化に

ついて緊急性を要する等の条件がついている。中小企業であれば利用可能とすべきである。 

（注）早期審査 

特許については、中小企業であれば利用可能（申請から一次審査通知までの期間は約２か月（平

成25年実績）であるが、他方、意匠および商標については、緊急性を要する等の要件があり、

中小企業であるだけでは利用できない。 

（注）「権利化について緊急性を要する出願」とは、次のいずれかに該当するものをいう。 

ａ）第三者（注）が許諾なく、出願商標又は出願商標に類似する商標を出願人若しくはライセ

ンシーの使用若しくは使用の準備に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商

品若しくは役務について使用しているか又は使用の準備を相当程度進めていることが明らか

な場合 

ｂ）出願商標の使用について、第三者から警告を受けている場合 

ｃ）出願商標について、第三者から使用許諾を求められている場合 

ｄ）出願商標について、出願人が日本国特許庁以外の特許庁又は政府間機関へも出願している

場合 

（注）第三者とは、出願人自身又は出願人からその商標について使用許諾を受けた者以外の者。 

 

④模倣品の輸入差止めの申立書に添付する特許庁の判定書の発行期間を短縮化すること 

【要望内容】 

模倣品の輸入差止めの申立書に添付する特許庁の判定書の発行期間の短縮化【特許庁】 

【理由】 

模倣品の差止めには、輸入差止申立書制度が一定の効果があるが、特許庁の判定書を添付するケー

スにおいて、発行されるまでの期間が長いとの指摘がある。事業者の模倣品被害を一刻も早く止める

ため、その発行期間を短縮化する必要がある。 

（注）輸入差止申立制度とは、知的財産のうち、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作

隣接権及び育成者権を有する者または不正競争差止請求権者が、自己の権利を侵害すると認め

る貨物が輸入されようとする場合に、税関長に対し、当該貨物の輸入を差し止めを求め、「認定

手続」を執るべきことを申し立てる制度。 《関税法第69条の13》 

（注）判定制度とは、特許発明や実用新案の技術的範囲、登録意匠や類似意匠の範囲、商標権の効力

の範囲に対して、特許庁が、判定対象の権利侵害の可能性について、厳正・中立的な立場から

判断を示す制度。特許庁が判定請求書を受理した後、判定書送達まで６ヶ月（ 短で３ヶ月）

とされる。 
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⑤特許庁の審査部門を大阪に設置すること 

【要望内容】 

特許庁の審査部門を大阪に設置すること【特許庁】 

【理由】 

特許庁の審査部門は東京にしかなく、医療機器開発や創薬に取り組む関西の中小企業にとって極め

て不便である。地方創生を担う関西の中小企業が知財戦略を積極展開していくためには、東京以外で

審査が受けられる環境を整備することが不可欠である。出願件数の約２割を占め、ライフサイエン

ス、電機などが集積する関西に審査部門を新設すれば、西日本、特に関西圏の中小企業の知財活用が

大いに促進される。 
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Ⅲ． 規制・制度改革の推進  

１．複雑化した特区制度等の位置づけ・内容の整理・体系化 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------  

複雑になっている特区制度等を整理・体系化し、企業・国民の利用を一層促進すること 

【要望内容】 

特区制度等の位置づけや内容の整理・体系化と利用促進 

【理由】 

本来、特区制度は、平成14年に創設された構造改革特区のように、特区における成功事例を全国

展開することを原点とした制度である。その後、総合特区（平成23年）や国家戦略特区（平成25年）

が創設されたほか、直近では「近未来実証特区」や「地方創生特区」が相次いで設けられた。このほ

か、企業実証特例制度やグレーゾーン解消制度などもあり、制度が複雑になっている。構造改革特区

で全国に適用拡大されていないものもあるし、また、東京ではアジアヘッドクォーター特区と国家戦

略特区の指定が重複し、わかりづらいとの声もある。 

各制度の位置づけや内容をわかりやすく整理・体系化し、企業・国民の利用を一層促進すべきであ

る。 

（注）構造改革特区で認定された区域計画は、累計1,241件。そのうち867件のメニューを全国展開し

ている。 

（注）総合特区は、国際戦略総合特区として７区域、地域活性化総合特区として41区域が指定されて

いる。 

（注）国家戦略特区は、１次指定で６区域、２次指定で３区域が指定されている。 

 

２．PDCA サイクルの導入 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------  

許認可等の規制について、定期的・自発的に見直しを行う仕組み（PDCA）を導入すること 

【要望内容】 

許認可等の規制について定期的、自発的に見直しを行う仕組み（PDCA）の導入 

【理由】 

許認可等の規制については、制定以来手つかずで、古くなっているもの、現在の技術革新に追いつ

いていないものなどがある。そのため、国の規制については、所管府省がその見直しを定期的かつ自

発的に行う仕組み（PDCA）を設けるべきである。 

（注）許認可等の総数は14,579 件（平成24年３月31日現在）。 
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３．地方公共団体における複式簿記による会計制度の導入 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------  

地方公共団体における発生主義・複式簿記による会計制度の導入を徹底すること 

【要望内容】 

全ての地方公共団体における発生主義・複式簿記による会計制度の導入を徹底【総務省】 

【理由】 

総務省は、「今後の地方公会計の整備促進について」(平成26年5月)において、固定資産台帳の整備

と複式簿記の導入を前提とした財務書類の作成基準を示し、財政のマネジメント強化への活用を促し

ている。地域住民に対し十分な説明責任を果たし、より効率的・効果的な行政運営を展開するために

は、発生主義・複式簿記による会計処理を行うことが不可欠である。平成27年１月には、統一的な基

準によるマニュアル（地方公会計マニュアル）が示されたところであり、全ての地方公共団体におい

て、本マニュアルによる会計制度を早期に導入し、徹底すべきである。 

（注）総務省は、「今後の地方公会計の整備促進について」（平成26年５月23日付総務大臣通知総財務

第102号）のとおり、固定資産台帳の整備と複式簿記の導入を前提とした財務書類の作成に関す

る統一的な基準を示したところ。 

（注）総務省は、平成27年１月23日、「統一的な基準による地方公会計マニュアル」を取りまとめると

ともに、総務大臣名で、「統一的な基準による地方公会計の整備促進について」を発信。当該マ

ニュアルも参考にして、統一的な基準による財務書類等を原則として平成27年度から平成29年

度までの３年間で全ての地方公共団体において作成し、予算編成等に積極的に活用することと

している。 

 

４．「地方版規制改革会議」の早期設置 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------  

都道府県等による規制・制度について、民間からの提案を受け付け、不断に見直しを行う「地方版規制

改革会議」を早期に設置すること 

【要望内容】 

「地方版規制改革会議」の早期設置 

【理由】 

国の「規制改革会議」は企業のイノベーションや新市場の創出等に大きな成果をあげているが、地

方分権の進展に伴い、地方自治体の自治事務となり、国の関与が及ばない規制・制度も多い。そのた

め「まち・ひと・しごと創生総合戦略」にも記載された「地方版規制改革会議」を、都道府県等に早

期に設置する必要がある。 

（注）まち・ひと・しごと創生総合戦略（平成26年12月27日閣議決定）の記載内容 

○地方版規制改革会議の設置 

地域の実情を も知っているのは当該地域である。地域に即した課題を発掘し継続して取り組

むため、地方公共団体に地方版規制改革会議を設置することを推奨し、必要な支援を行ってい

くことを検討し、成案を得る。 
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地方創生と中小企業の活力強化のための規制・制度改革の意見50 

＜提出先＞ 

規制改革会議、経済財政諮問会議、産業競争力会議 

＜実現状況＞ 

Ⅰ．地方創生 

１．観光産業の振興 

（１）観光資源の開発・活用 

③観光資源として水辺空間を有効活用するため、河川占用許可期間（現行 3年→10 年）を延長すること 

・国土交通省は、平成 28 年３月２日～31 日、民間事業者等の河川占用許可期間を 10 年以内に変更する準

則の改正案に対するパブリックコメントを実施。 

（２）観光業の担い手確保 

②総合特区で認められている通訳案内士以外の者による有償ガイドである「特例ガイド」を全国へ適用拡大

すること 

・地方公共団体の研修を修了すれば有償ガイドを行うことを可能とする「構造改革特区法改正案」が成立、

平成 27 年９月１日に施行。 

③訪日外国人旅行者の急増に対応するため、道路運送法における貸切バスの営業区域規制を緩和すること 

・平成 27 年９月末とされていた営業区域に関する特例措置の期限が、平成 28年３月末まで延長、さらに

平成 28 年９月末まで再延長された。 

２．強い農林水産業づくり 

②農業の生産性向上と担い手の増加を図るため、株式会社による農地の直接所有を認めること 

③農業の規模の拡大や生産性の向上を図るため、農業生産法人における農業関係者以外の議決権比率につい

て、50％超の場合も認めること 

・農業生産法人における農業関係者以外の議決権比率について、国家戦略特区に限って50％超の場合

も認めることが、今後５年間の時限措置として認められる予定。 

④林業再生の障害となる山林の所有・利用に関する制度を抜本的に見直すこと 

・林業の成長産業化を実現するため、共有林の立木の所有者の一部が所在不明であっても伐採・造林がで

きるよう、所在不明者の持分の移転等を行う裁定制度を設ける「森林法等の一部を改正する法律案」が

成立。一部規定を除き、平成 29 年４月１日から施行。 

４．対日投資の促進 

②日本への投資の増加を図るため、訪日ビザ発給要件を緩和すること 

・規制改革ホットラインより、「観光立国の実現に向けた必要性及び治安等への影響をよく考慮して、各

国との二国間関係をめぐる状況を踏まえつつ、総合的観点から検討していく」との回答あり。 

 

Ⅱ．中小企業の活力強化 

１．創業・起業・ベンチャーの支援 

②地方における創業の促進を図るため、開業手続きに関するワンストップセンターを全国に設置すること 

・４月に港区赤坂に「東京開業ワンストップセンター」が開設（外国語相談への対応が可能で、日本で開

業を目指す外国人を支援）。また、公証人が行う定款の認証について、特区内に設置する「ワンストップ
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センター」で行うことが可能であることを明確化する改正国家戦略特区法が成立・施行されている。 

③経営の効率化やサービスの向上を図るため、株式会社による医療機関への直接参入を認めること 

・９月１日に施行された改正特区法で、医療法の特例として政令で定める基準を満たす場合で、医師・歯

科医師ではない理事を理事長に選任する申請があった場合、都道府県知事はこれを認可するとされた。

また９月 16 日、改正医療法が成立し、一定の基準を満たした一般社団法人を都道府県知事が地域医療

連携推進法人として認定し、医療法人や介護事業を手がける非営利法人などを同法人の傘下に置くこと

を認める「地域医療連携推進法人制度」が創設された。 

２．サービス業の生産性向上 

①多様な理・美容ニーズに応えるため「理・美容車」の許可基準のガイドラインを国が作成すること 

・平成 28 年５月 19 日の「規制改革に関する第４次答申」において、「現状の調査を行い、地方自治体の

定めている基準に衛生上必要な措置として合理性があるかを検証の上、移動理美容車の基準の在り方に

ついて検討し、結論を得る」と記載された。 

②不動産業の販路拡大や都市部から地方への移住を推進するため、不動産取引における「インターネットを

活用した重要事項説明」を早期に実現すること 

・国土交通省はインターネットでの重要事項説明について、TV 電話等を活用した社会実験を平成 29 年１

月まで実施中。 

３．雇用促進と労働力不足対策 

①若年層の雇用拡大等を図るため、自動車教習指導員と技能検定員の受験資格の年齢要件を緩和すること 

②タクシー等の運転手不足を解消するため、第二種自動車免許の受験資格の要件（現行 21 歳以上で免許取

得３年以上）を緩和すること 

・11 月 10 日、平成 28 年１月 27 日の規制改革会議投資促進等 WG のヒアリングに当所が呼ばれ、要望の背

景、内容等を意見陳述。平成 28 年５月 19 日の「規制改革に関する第４次答申」において、「経験年数

要件（３年以上）の見直し」については、「平成 28 年度検討開始、遅くとも平成 30 年 度までに結

論」、「年齢要件（21 歳以上）の見直し」については、「平成 28 年度検討開始、結論を得次第速やかに 

措置」と記載された。 

⑤建設現場における専任技術者の設置基準を見直すこと 

・建設業法施行令が改正され、平成28年６月１日より、専任技術者の配置が必要とされる請負代金が2,500

万円から 3,500 万円（建築一式工事の場合は 5,000 万円から 7,000 万円）に引き上げられた。 

⑥建設業の受注拡大を図るため、「１級施工管理技士」の受検資格の実務経験年数要件を短縮化すること 

・平成 27 年度試験より、実務経験として認められる範囲を受験申込日の前日から受験日の前日までに拡

大。 大半年程度の早期受験が可能になった。 

 

Ⅲ． 規制・制度改革の推進 

２．PDCA サイクルの導入 

①許認可等の規制について、定期的・自発的に見直しを行う仕組み（PDCA）を導入すること 

・規制改革会議は、規制省庁が主体的・積極的に規制改革を推進するため、規制シートの作成等を行う「規

制レビュー」に取り組んでいる。 

３．地方公共団体における複式簿記による会計制度の導入 

①地方公共団体における発生主義・複式簿記による会計制度の導入を徹底すること 

・総務省は平成 27 年１月 23 日「地方公会計マニュアル」を取りまとめるとともに、総務大臣名で「統一
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的な基準による地方公会計の整備促進について」を発信。平成 29 年度までに全地方公共団体において

作成し積極活用することを促す。 

４．「地方版規制改革会議」の早期設置 

①都道府県等による規制・制度について、民間からの提案を受け付け、不断に見直しを行う「地方版規制改

革会議」を早期に設置すること 

・規制改革会議は、「地方版規制改革会議」の設置に向け、12 月に地方自治体首長宛に同会議の設置を要

請する文書を発出した。平成 28 年３月末時点で９つの自治体が設置の意向を示し、平成 28 年５月 10

日現在、徳島県、茨城県、奈良県葛城市、静岡県で設置もしくは設置を決定。 
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平成27年５月22日 

「商法（運送、海商関係）等の改正に関する中間試案」に対する意見 

 

日 本 商 工 会 議 所 

東 京 商 工 会 議 所 

 

４月１日付の意見募集に対し、荷主、運送人など関係者の適切な役割分担の観点から、以下のとおり「商

法（運送、海商関係）等の改正に関する中間試案」に対する意見を申し述べる。 

 

第１部 運送法制全般について 

第２-３(2) 危険物に関する通知義務 

〇通知義務に関する規定を設ける「ア」の趣旨は理解するが、混乱が生じないよう、危険物の範囲を明確

にすべきである。 

・例えば、一般的には危険物に該当しなくても、粉末状に加工された物質の場合、取扱いによっては爆

発の可能性がある。また、単体では危険性が低くても、他の運送品と混載することで危険性が増すこ

ともある。 

・危険物の範囲が不明確なまま、通知義務に関する規律を置くと何が危険物にあたるかを巡って荷送

人・運送人双方に混乱が生じ、その結果、トラブルを避けるために過剰な通知をする実務が定着する

ことになりかねない。そこで、通知の要否が予測可能な程度に明確な規律を置くべきと考える。 

 

〇形式的で非効率な実務を強いることのないよう「ア」に「但し、危険物であることを運送人が知ってい

る場合を除く」と追記すべきである。 

・荷送人に通知義務を課すとしても、継続的な取引で、運送品が危険物であることを運送人が知ってい

る場合にまで、効率性を無視して運送委託の都度に通知をさせるだけの合理性はないと考える。 

 

〇「イ」の通知義務に違反した場合の荷送人の責任については、【乙案】に反対し、【甲案】に賛成する。 

・危険物について予測可能な程度に明確な規律を置いたとしても、個別具体的に危険物の列挙をしない

限り、商社、卸売業者、製造業者など、荷送人の性質の違いによって危険物の認識、情報の入手、知

識等に差が生じるのはやむを得ない。そのような背景の事情を考慮せずに、荷送人に、我が国の私法

上例外的とも言える無過失責任を課す【乙案】は合理性を欠くため反対する。過失の程度など個別の

事案に応じた柔軟な解決を可能とする【甲案】を採用すべきである。 

 

第２-５(2) 高価品に関する特則の適用除外 

〇【甲案】に賛成する。 

・運送するときに、運送品が傷つかないよう 低限の注意を払うことは運送の前提である。【乙案】で

は、通常の運送人であれば当然払うような注意を怠っても運送人は免責される場面が生じることにな

る（損害の発生のおそれがあることを認識しながらした無謀な行為には該当しないため）。これは運
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送委託をする際の基本的な前提である荷主の期待に反することになり、不合理である。したがって、

【乙案】は適当ではなく、従来の規律を維持する【甲案】に賛成する。 

 

〇運送人が運送品を取り扱う際に傷がつかないよう 低限の注意を払うことは、運送品が高価品以外の場

合にも当然の前提であるため、（注）の提案に反対する。 

 

第２-８(1) 運送品の受取による責任の消滅 

○中間試案に反対する。毀損や滅失が直ちに発見できるものであるか否かに関わらずに期間で区切るな

ど、実務慣行をより踏まえた規律を検討すべきである。 

・標準運送約款には運送人の責任消滅要件に「支払」が無いなど、現行の実務では「支払」が要件でな

いことが通常であることから、「直ちに発見できる」滅失や毀損の場合に責任消滅要件から「支払」

を削除するとの中間試案の趣旨は理解する。しかし、大量の運送が行われる事業者間取引の場面にお

いては、運送品を受け取る時に全ての検品を行うことは困難な場合が多く、また、運送品の性質や梱

包の方法などによっても受け取り時の検品のあり方は多様である。したがって、受け取り時に異議を

とどめないことのみをもって、運送人の責任消滅の要件とすることは妥当ではないと考える。 

・毀損や滅失が直ちに発見できるものであるか否かに関わらず、運送人は荷受人から通知を受ければ、

対応を検討することが実務上は多いようである。各種標準約款では「２週間」とする例が多いことな

ども含め、実態を踏まえた規律とすべきである。 

 

第２-９ 不法行為責任との関係 

○【甲案】に賛成する。 

・「債務不履行」についての賠償請求と「不法行為」についての賠償請求は競合が一般に認められてお

り、「債務不履行」責任の減免に係る規定は「不法行為」責任には及ばないのが我が国の私法におけ

る原則となっている。 

・被害者になる荷送人の立場を考慮すると、運送契約について原則を変えるだけの理由があるとは考え

にくい。 

・また、「不法行為」責任を追及する際には、被害者たる荷送人が立証責任を課せられるが、困難な立証

が認められた場合においても「債務不履行」と同様に責任を減免することは、不法行為責任の趣旨を

著しく減殺し、被害者保護を図りにくくするものである。 

・したがって、商法に特段の規定を設けずに請求権競合の原則を維持する【甲案】が妥当と考える。 

 

第２部 海商法制について 

第９-２ 船舶先取特権を生ずる債権の順位及び船舶抵当権との優劣 

○（２）(注)記載の現行法の規律維持に賛成する。 

・船舶衝突等の海難事故により運送品に損害が生じた場合、損害に関わる債権は船舶先取特権と位置づ

けられ、現在の規律では回収の可能性を担保されている。しかし【甲案】【乙案】によりこの先取特権

を船舶抵当権に劣後させると、損害に関わる債権の回収可能性が低下する。運送品損害の回復を図っ

て被害者を保護するためには、現行法の規律の維持が望ましいと考える。 

・船舶先取特権の立法趣旨の一つは、船舶の経済的な価値を保つために必要な、保存・維持に関わる債
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権に優先的な弁済を認める点にあると考えられる。「船舶の修繕や燃料供給」（第４順位「航海継続の

必要によって生じた債権」）は船舶の保存・維持に不可欠なものであることから、これらの債権は現

行法どおり船舶抵当権に優先されるべきである。 

・また、「船舶の修繕や燃料供給」は中小企業が担っていることも多い。これらの中小企業は、船舶先取

特権が存在することを前提にして取引上の与信を行っている実態がある。船舶の修繕や燃料供給によ

る債権額は多額になるため、債権回収に困難を来すと、これらの企業が経営に行き詰まることが懸念

される。 

・【乙案】が採用された場合には、船舶所有者や運送人の信用状況を十分調査の上、取引を行う必要が

生じるため、船舶の修繕や燃料供給などの取引を円滑に行う上で障害になるのではないか。日常の取

引を阻害しないとの観点から、【乙案】の採用には反対する。 

以 上 

 

 

 

「商法（運送、海商関係）等の改正に関する中間試案」に対する意見 

＜提出先＞ 

法務省 

＜実現状況＞ 

◆平成 28 年２月に決定した「商法（運送・海商関係）等の改正に関する要綱」において、意見が反映され

た。 

第２－９ 不法行為との関係については、意見は実現せず乙案が採用されたものの、対象が明確にされた

ため、荷主への影響は大幅に軽減された。 
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平成27年６月８日 

厚生労働大臣 塩崎恭久 殿 

健康保険組合連合会 

全 国 健 康 保 険 協 会 

日本経済団体連合会 

日 本 商 工 会 議 所 

日本労働組合総連合会 

 

「骨太方針2015」の策定に向けた被用者保険関係５団体の意見 

 

現在、政府は、財政健全化計画を含む骨太方針の策定に向けた議論を進めている。そのなかで、社会保

障費の抑制、とりわけ医療、介護にかかる費用の適正化・効率化等の必要性が強く打ち出されている。 

被用者保険関係５団体は、現状、以下のような共通する問題意識を持っており、今後、政府におかれて

は、適切な方向性を導き出されることを強く要望する。 

 

○ 持続可能な制度を構築していくためにも、医療、介護の費用の適正化・効率化に取り組むことは不可

欠である。後発医薬品のさらなる使用促進に向けた実効性ある取り組みを一層推進するとともに、医療・

介護の ICT 化等による検査や投薬等の無駄の排除、不正請求の一掃、医療の標準化・診療報酬の包括化

の推進、医療提供体制の効率化、医療費や要介護認定率の地域差の是正、医薬品や医療機器の保険適用

等にかかわる費用対効果評価の導入等についても検討すべきである。また、改革を進めるなかで、公平

性の観点から、高齢者を一律に弱者と捉えることなく、負担能力に着目した患者や介護サービス利用者

の負担のあり方についても検討する必要がある。 

 

○ 今般の法改正により、後期高齢者支援金の全面総報酬割が導入されたが、それによって生じた国庫補

助削減分は、国民健康保険の財政対策に活用され、被用者保険が国の財政責任を「肩代わり」させられ

ることとなった。このうえさらに、財源捻出策として、介護納付金や前期高齢者納付金に総報酬割を導

入することは到底容認できるものではない。今後も増大していく現役世代の拠出金を抑制するための施

策を構ずるよう求める。 

 

○ なお、政府内には、負担能力に応じた公平な負担を実現するために、被用者保険を統合すべきといっ

た指摘も一部にあるようだが、これは保険者機能の低下を招き、結果として医療費、ひいては国全体の

負担を拡大させるものである。今後とも、設立の歴史的経緯や役割を踏まえ、制度の持続可能性を高め

る観点から、個々の保険者が、事業主との協力のもと、それぞれの職域の連帯を基礎に、保険者機能を

発揮できる制度体系を維持すべきである。 

以 上 
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長期エネルギー需給見通し（案）および 

温室効果ガス削減に向けた約束草案（政府原案）に対する意見 

 

平成 27年７月１日 

日本商工会議所 

 

日本商工会議所では、東日本大震災直後から会員企業への調査やヒアリング、全国で計70回以上開催し

た説明会等を踏まえ、原子力を含むバランスの取れたエネルギー政策について、会員企業の理解促進に努

め、商工会議所としてのコンセンサスを形成してきた。 

こうした中、政府におけるエネルギーミックスの策定と、これを踏まえた温室効果ガス排出量の削減に

向けた検討開始を受け、当所では去る４月に『中長期的なエネルギーミックス策定に向けた基本的考え方』

を取りまとめ公表した（＊１）。本提言において、安価で安定的なエネルギー供給が経済成長の前提条件

であるとしたうえで、震災以後の電力コスト上昇が中小企業の収益改善や地域経済の回復の大きな足枷と

なっており、一刻も早くコスト上昇に歯止めをかけるよう強く訴えるとともに、将来のエネルギー政策に

対する予見可能性が事業を営む上で不可欠になることから、安全性・安定供給・経済効率性・環境適合（Ｓ

＋３Ｅ）の観点で実現性のあるバランスの取れたエネルギーミックスを目指すべきとした。 

（＊１）日商提言『中長期的なエネルギーミックス策定に向けた基本的考え方』（平成 27 年 4月 16 日） 

http://www.jcci.or.jp/news/2015/0416164101.html 

今般の「長期エネルギー需給見通し（案）」については、商工会議所の考え方と概ね方向性は一致して

いるものの、電力コストの削減目標（削減幅）や中小企業に対する省エネ支援策など不十分な点もみ

られる。 

そこで、「長期エネルギー需給見通し（案）」および「温室効果ガス削減に向けた約束草案（政府原案）」に

関する意見募集に対し、特に商工会議所として申し述べるべき事項について、下記のとおり意見を提出する。 

 

記 

 

１．電力コスト削減目標の更なる引き上げ  

電力コストを巡っては、本文２頁から３頁にかけて「震災以降、電気料金は、家庭用、産業用ともに大

きく上昇しており、各地の中小企業・小規模事業者をはじめとした産業界から悲鳴が上がっている」、ま

た「雇用や国民生活を守るためにも、電気料金の抑制は喫緊の課題であると同時に中長期的にも安定的に

抑制していく」との認識が示され、電力コストは「現状よりも引き下げることを目指す」と明記された。

その具体的な削減目標（削減幅）については、関連資料の41頁と63頁で、①省エネの推進・原発再稼働・

再エネの拡大・火力の高効率化等、②再生可能エネルギー固定価格買取制度（FIT）による買取費用の増

加、③系統安定化費用の増加を差引きして、「電力コストは現状（2013年度）に比べ５～２％程度低減させ

る」との数値が示されたが、削減幅が小さすぎると言わざるを得ない。 

商工会議所としては、電力コストについては、従来から主張しているとおり、震災前の水準が出来るだ

け早期に実現できるよう必要な政策を実施していただきたいと考える。 

こうした観点から、世界で も厳しい新規制基準に合格した原子力発電の順次速やかな運転再開と、長
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期・固定的な国民負担増大を招いている「再生可能エネルギー固定価格買取制度（FIT）」の早期抜本的見

直しが喫緊の課題と考える。 

 

２．電源構成比の更なる見直し  

本文６頁で「水力・石炭火力・原子力等によるベースロード電源比率は56％程度」と積算されているが、

安価で安定的なエネルギー供給を実現するため、発電コストが低廉で昼夜を問わず安定的に稼働できる

ベースロード電源については、震災前の水準で、かつ国際的にも遜色のない「６割程度」確保することを

基本とすべきである。 

（１）原子力 

「原子力」については、本文６頁で「震災前に約３割を占めていた原発依存度は、20％～22％程度へ

と大きく低減させる」とあるが、商工会議所としては、電力コストの削減、安定供給の維持、エネルギー

自給率の向上、環境負荷低減の観点から、「震災前に比べて原発依存度を低減」（本文３頁）させる基本

方針の範囲内で、「25％程度」まで引き上げるべきと考える。 

また、安全が確認された原子力発電の順次速やかな運転再開に加え、原子力を長期的に一定比率維持

していく観点から、40年運転制限制における運転延長許可制度の 大活用、ならびにより安全性の高い

原子力発電へのリプレイス等も前提とした施策・制度を構築する必要がある。 

（２）再生可能エネルギー 

本文９頁で指摘されているとおり、太陽光に偏重した「再生可能エネルギー固定価格買取制度（FIT）」

については、電力コスト上昇の主因であり、「国民負担増大」を招いていることから、再生可能エネル

ギーの「 大限の導入拡大と国民負担抑制の両立が可能となるよう制度の見直しを行う」ことが明記さ

れたことは評価に値する。 

商工会議所としては、電力コスト上昇に一刻も早く歯止めをかけるため、「再生可能エネルギー固定

価格買取制度（FIT）」については、①太陽光導入の抑制、②賦課金額・導入量（特に非住宅太陽光）へ

の上限設定、③太陽光偏重是正のための契約内容変更の遡及適用（意図的に設備の設置を遅らせている

事業者等）など、早急に抜本的な見直しを図るべきと考える。 

特に「太陽光」については、国民負担増加の弊害が莫大であり、出力の不安定性によるバックアップ

用調整電源の確保も必要であることから、商工会議所としては、導入量を「電力コストを現状よりも引

き下げる範囲」（本文６頁）程度に留めるのではなく、電源構成比についても「7.0％程度」（本文７頁図

表）とするのではなく、更なる抑制を図るべきと考える。 

 

３．省エネルギー推進に向けた支援策の拡充  

省エネルギーについては、徹底した省エネ（節電）の推進により「石油危機後並みの大幅なエネルギー

効率の改善」（本文４頁）を見込み、産業部門には「工場のエネルギーマネジメントや革新的技術・高効率

設備の開発・導入等を進める」（本文８頁）方針が示された。これは、年率1.7％の経済成長や電化率向上

等が見込まれる中、電気・都市ガス・ガソリン等の 終エネルギー消費で対策前比-13％（本文５頁図表）、

電力需要で対策前比-17％（本文７頁図表）の省エネの実施を前提としており、かなり厳しい削減目標と

考える。特に産業部門では、製造業のエネルギー消費原単位（生産一単位当たりの 終エネルギー消費量）

で2012年度は1973年度比で-43％改善（＊２）しており、また CO２排出量も2013年度は1990年度比で全体

が+13.5％、家庭部門が+53.2％と増加する中、産業部門（工場等）では-14.6％減少（＊３）するなど弛

まぬ努力を続け、積極的に省エネに取り組んできており、今後、一層の省エネ推進は相当高いハードルだ
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と言わざるを得ない。 

（＊２）総合資源エネルギー調査会長期エネルギー需給見通し小委員会(第２回会合) 資料６ 17 頁参照 

http://www.enecho.meti.go.jp/committee/council/basic_policy_subcommittee/mitoshi/002/pdf/002_10.pdf 

（＊３）産業構造審議会 産業技術環境分科会 地球環境小委員会 約束草案検討ワーキンググループ中央環境審議会

地球環境部会 2020 年以降の地球温暖化対策検討小委員会合同会合（第７回） 参考資料２ ５頁 図３参照 

http://www.meti.go.jp/committee/sankoushin/sangyougijutsu/chikyu_kankyo/yakusoku_souan_wg/pdf/007_s02_00.pdf 

ただし、産業部門の大宗を占める中小企業にとって省エネの推進は、エネルギー需要の減少に寄与する

のみならず、コスト削減による経営改善効果も見込めることから、当所としても全国514商工会議所と連

携し、セミナーや講習会等を通じて会員企業等への更なる省エネの普及促進に努めていく所存である。 

しかし、多くの中小企業にとって省エネに人員を割くことは難しく、ノウハウに乏しい場合が多い。ま

た、電力コストの負担が限界に近づきつつある中、新たな省エネ関連設備等への投資余力にも乏しい。日

本の約束草案の参考３で掲げられた「対策・施策」を通じて省エネ等の取り組みを推進していくため、中

小企業が活用できる省エネ関連設備導入支援や省エネ診断・指導など、ハード・ソフト両面で支援策を拡

充する方針を、「長期エネルギー需給見通し」に明記すべきである。 

 

４．エネルギー政策に対する国民理解の促進  

エネルギーはわが国にとって欠くことのできないインフラであり、エネルギー政策は客観的な情報と十

分な議論を踏まえて判断すべき、極めて重要な国家の基幹政策である。このため、政府はエネルギー政策

について、本文８頁で指摘のとおり「国民各層の理解の増進を図る必要」があることは言うまでもないが、

「Ｓ＋３Ｅ」の観点から、今後、徹底した省エネを推進したうえで、実現性のあるバランスの取れた電源構

成比はどうあるべきか、明確なデータに基づき、省エネ導入費用や電力コストなどを含めて、分かりやす

く説明すべきである。特に、現行の再生可能エネルギー固定価格買取制度（FIT）が今後十数年間にわたっ

て賦課金総額が上昇し続ける仕組みであることや、安全規制を含む原子力に関する客観的な情報に基づ

くコミュニケーションが不足していることで風評被害が未だ根絶していないことなど、わが国のエネル

ギー政策全般について、国民への理解浸透や周知を図るべきである。 

 

５．地球温暖化対策税の使途拡大および新税導入に反対  

日本の約束草案の参考「１－２．温室効果ガス吸収源」で示された「森林吸収源対策により約2,780万ｔ-

CO２（2013年度総排出量の▲2.0％相当）」の目標達成に向け、今後実施されることとなる「森林・林業対策

の推進による温室効果ガス吸収源対策の推進」（森林吸収源対策等）については、今後徹底した省エネの推

進に取り組まなければならない中小企業に対し、化石燃料起源の CO２排出抑制対策を目的に導入された地球

温暖化対策税の使途拡大や新税導入等によって新たな税負担を増やすべきでない。すなわち、地球温暖化対

策税の税収は、本来の使途である中小企業の省エネ支援策を拡充することに充てるべきだと考える。 

以 上 

 

（注）産業構造審議会 産業技術環境分科会 地球環境小委員会 約束草案検討ワーキンググループ中央環

境審議会地球環境部会 2020 年以降の地球温暖化対策検討小委員会合同会合（第７回） 

 参考資料２ ５頁 図３参照 

http://www.meti.go.jp/committee/sankoushin/sangyougijutsu/chikyu_kankyo/yakusoku_souan_wg/pdf/007_s

02_00.pdf 
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長期エネルギー需給見通し（案）および温室効果ガス削減に向けた約束草案（政府原案）に対する意見 

＜提出先＞ 

経済産業省および環境省 

＜実現状況＞ 

◆「中長期的なエネルギーミックス策定に向けた基本的考え方」（４月 16 日）を参照。 
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平成27年７月９日 

日本商工会議所 

 

「国土形成計画（全国計画）（原案）」に対する意見 

 

基本的な考え 

① 地域の自立的な発展を後押しする国土形成計画であること。 

 わが国においては、多様な気候風土のもとでそれぞれの地域が独自の歴史や文化を形成し、多様な

地域資源を作り出してきた。しかし、若者の流出や高齢化の加速、独居世帯や核家族の増加、地域

コミュニティの衰退等により、地方が疲弊している。地域が、自らの資源を 大限に活用し、主体

性、創意と熱意を持って将来ビジョンを策定・実行し、地方創生を図っていくことが不可欠である。

今後、各地においては、それぞれの個性と地域資源を活かした地域づくりを進め、大都市圏と地方

圏との協働により持続可能で成長を促す国土づくりを目指していく必要がある。 

 こうした認識のもと、新たな国土形成計画は、高度成長、人口拡大期のような全国一律の取り組み

ではなく、それぞれの地域が独自性や強みに磨きをかけ、自立的に発展していくことを後押しする

ものでなければならない。 

 そのうえで、「コンパクト＋ネットワーク」の考え方に基づき、多様性を有する地域が連携し、人・

モノ・情報の交流を促進させていくこと、また、地域間で機能を分担し相互補完することで、活力

ある国土、日本を形作っていくことが今、求められている。 

 

② 狭隘な国土を有効活用し国全体の生産性を向上するために、実効性のある国土形成計画であること。 

 人口減少、高齢化に伴い、低・未利用地や耕作放棄地、空き家、所有者の所在の把握が難しい土地

等の問題が顕在化するなど、国土空間に変化が生じている。その中で、新たな国土形成計画は、名

実ともに国土づくりの上位計画として、社会インフラ整備や交通政策等の指針としての機能を発揮

し、狭隘な国土を 大限に有効活用し、国土づくりの面から国全体の生産性を上げていく役割が求

められている。 

 こうした国土構造を実現していくために、新たな国土形成計画は国土づくりに関する理念や目標、

方向性を示すことにとどまらず、施策に関する数値目標や工程表、投資規模など、計画期間である

向こう10年間の具体的な取り組みを明示することで、より実効性を持たせる必要がある。 

 

③ 多くの主体が理念を共有し、国土づくりへ参画することを促す国土形成計画であること。 

 厳しい財政状況を考慮すると、まちづくりやインフラ整備をはじめとした国土づくりには、限られ

た財源の中で選択と集中により 大の効果を上げていく視点が必要となる。その際、地域社会に関

係するあらゆる主体が積極的に議論を積み重ね、合意形成を図っていくことが成否を握る重要な要

素となる。 

 従って、新たな国土形成計画は、国や地方公共団体はもとより、地域で活躍する企業や団体、教育

機関、NPO、住民一人ひとりに至るまで、多くの主体がその理念を共有し、国土づくりへ積極的に

参画することを促すものでなければならない。 
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上記の基本的な考えに基づき、新たな国土形成計画（全国計画）（原案）で示された国土づくりの３つの

目標を達成するために、強調すべき点や盛り込むべき要素を中心に、下記の通り、意見を申しあげる。 

 

第１章：国土に係る状況の変化と国土づくりの目標 

第１節：国土を取り巻く時代の潮流と課題 

（１）急激な人口減少、少子化と、地域的な偏在の加速に対する意見（１ページ） 

（２）異次元の高齢化の進展に対する意見（１～２ページ） 

 第１節「国土を取り巻く時代の潮流と課題」で示された６項目は、今後の国土形成において、いず

れも留意すべき重要な要素であると認識している。 

 中でも、「（１）急激な人口減少、少子化と、地域的な偏在の加速」については、若年層を中心とし

た地方から都市への人口の流出超過の継続や、人口置換水準と言われる合計特殊出生率（2.07）に

及ばない状況である。 

 ３月に閣議決定された「少子化社会対策大綱」において、「少子化は、個人・地域・企業・国家に

至るまで多大な影響を及ぼし、現在の状況はわが国の経済・社会の根幹を揺るがしかねない危機的

な状況にある」と提唱されているとおり、本計画において人口減少、少子化は、より強い危機感を

持って位置付けられるべきである。 

 また、地方における人口減少の 大の要因は、若年層を中心とした東京圏への人口流出であり、地

方以上に出生率が低い東京圏への人口流出が続けば、国全体の人口急減に拍車をかけていくことが

危惧される。 

 したがって、国全体で50年後に１億人程度の安定した人口構造を保持するためには、出生率の向上

と、大都市と地方が共に世代間のバランスが取れた人口構造を保持していくことが不可欠である旨

を盛り込むことが望ましい。 

 

（３）変化する国際社会の中での競争の激化に対する意見（２～３ページ） 

 人口減少下でも持続的な経済成長を実現するためには、経済を世界に開き、新興国等の新たな成長

を取り込むことが必要であることをより一層強調すべきである。 

 また、東京等の大都市のみならず、地方都市に対しても同様の配慮が必要。 

 

第３節：国土空間の変化に対する意見（７ページ） 

 低・未利用地や空き家等の有効活用を推進するためには、地籍や登記など、土地の所有・利用に関

する情報基盤の整備が不可欠であり、本節においてもその必要性を強調すべきである。 

 

第４節：新たな国土形成計画の必要性に対する意見（７～８ページ） 

第５節：わが国の将来像、国土づくりの目標に対する意見（８～９ページ） 

 新たな全国計画（原案）では、次の10年間（2015年～2025年）は「日本の命運を決する10年」であ

るとし、国土づくりの３つの目標を掲げているが、本計画の実効性を高めるために、第３章「国土

の基本構想実現のための具体的方向性」等において、施策の内容や数値目標（KPI）、向こう10年間、

また当面３年程度の時間軸・工程について、より具体的な記載をすることが望ましい。 
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第２章：国土の基本構想 

第１節：本格的な人口減少社会における国土の基本構想、「対流促進型国土」の形成に対する意見（10～13

ページ） 

第２節：重層的かつ強靭な「コンパクト＋ネットワーク」に対する意見（13～16ページ） 

第３節：東京一極集中の是正と東京圏の位置付けに対する意見（16～17ページ） 

 第２節に記載のとおり、異なる個性を持つ各地域が主体的に連携し、人、モノ、カネ、情報が結び

付くことで新たな価値が生み出される「対流促進型国土」の形成を図ることや、コンパクトシティ

の形成を推進し、各地域を交通・通信等のネットワークでつなげ圏域人口を確保する「コンパクト

＋ネットワーク」の考え方は、当所としても従来から提言してきたところである。こうした考え方

に沿って、今後の国土づくりを進めていくべきである。 

 「コンパクト＋ネットワーク」の考え方に沿って国土づくりを進めるには、各地域を交通・通信等

のネットワークでつなぐだけでなく、国と地方公共団体との連携、地方公共団体同士の連携、行政

と民間との連携を一層強化していくことが重要である。また、都市機能の集約化や公共交通ネット

ワークの維持・再生を加速する制度・事業手法の絶えざる見直しが必要。 

 道路ネットワーク形成にあたっては、地域のハブ機能を果たす県庁所在地間や連携中枢都市圏間の

幹線道路ネットワーク整備についても、早期かつ着実に進めていくべきである。 

 なお、内閣府の世論調査における「居住地の中心部への集約に対する賛否」では、賛成が29.8％、

反対が64.0％である。 

 さらには、国土交通省の国民意識調査においても、約半数がコンパクトシティについて「聞いたこ

とがない」と回答している一方で、コンパクトシティの考えに共感する割合も約半数あることから、

「コンパクト＋ネットワーク」の考え方に基づき国土づくりを進めるには、国民に対する一層の理

解促進が不可欠である。 

 加えて、「コンパクト＋ネットワーク」の形成推進にあたっては、目指すべき都市構造や都市間連

携・機能分担のイメージをより明確にし、人口規模や地域特性に応じた多様な先行事例・モデルを

提示していくことも重要である。 

 

第３章：国土の基本構想実現のための具体的方向性 

 第３章には、各政策の方向性が示されているが、新たな全国計画（原案）の目標達成に重要な要素

となる政府固定資本の投資規模が明記されていない。※政府固定資本：道路、港湾、航空、公共賃

貸住宅、下水道、都市公園、治水、海岸等。 

 財政状況が厳しい中で、インフラ整備・維持管理・更新等の政府固定資本投資を着実に推進するな

ど、新たな全国計画（原案）に実効性を持たせるためには、計画期間である2015年から2025年まで

の10年間の投資規模の概算を示すことが望ましい。 

 そのうえで、インフラの新規整備や既存インフラの保全等の政府固定資本投資に優先順位を付け

て、必要な財源を確保し、着実に国土形成を進めていくことが期待される。 

 

第１節：ローカルに輝き、グローバルに羽ばたく国土 

（１）個性ある地方の創生に対する意見（20～29ページ） 

 「個性ある地方の創生」については、まち・ひと・しごと創生本部において、2060年に１億人程度

の人口を確保する中長期展望である「長期ビジョン」、2015年から2019年度（５か年）の政策目標・
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施策を策定した「国の総合戦略」が示され、都道府県、市区町村では「地方人口ビジョン」および

「地方版総合戦略」の策定を進めているところである。 

 このように、現在、国と地方が一体となって地方創生に取り組んでいることから、新たな国土形成

計画の実現には、まち・ひと・しごと創生の各施策と十分に連携を図っていく必要がある。 

 全国計画（原案）の重要な要素である「コンパクトシティの形成」については、一昨年５月に当所

がとりまとめた「まちづくりに関する意見～コンパクトシティの実現と地域商業の再生との融合に

よるまちづくりの推進を～」で、下記の基本的な考えを示し、まちづくりにおいて取り組むべき事

項を要望している。 

【日商「まちづくりに関する意見」の基本的考え】 

・ 中心市街地の停滞や都市機能の拡散、中小商店・商店街の低迷により、依然多くのまちは衰

退。これからの10年がまちづくりの 後のチャンス。 

・ 官民協働によるまちづくりを実現するため、まちづくりへの民の積極的な参画を促進。コン

パクトシティの核となる中心市街地への都市機能（商業・医療・福祉等）の集積、公共交通等

の整備やその前提となる土地・建物の有効活用の促進等により、中心市街地の再生を加速させ

ることが必要。 

 当所が策定した意見に記載のとおり、新たな国土形成計画においても、今後10年程度が「コンパク

トシティの形成」の 後のチャンスと捉えて、官民協働によるまちづくりへの仕組みの転換につい

て、その必要性を強調すべきである。 

 東京一極集中抑制・地方創生推進のためには、地方中枢都市圏のみならず、これに準ずる一定の人

口、経済規模を有する都市圏の相互連携や役割分担（連携中枢都市圏の形成）を加速していくこと

が必要。 

 

（２）活力ある大都市圏の整備に対する意見（29～31ページ） 

 地方が疲弊し人口が減少する中で、今後も、大都市圏の果たすべき役割は大きい。 

 日本の経済社会を牽引し、地方への経済的・社会的波及効果をもたらすためにも、大都市圏におい

ては、下記の取り組みが重要である。 

① 子育て世代や高齢者が安全・安心に暮らせるまちづくり 

：良質な住宅の供給、中古住宅市場の活性化、公有地を活用した保育所や介護施設の整備、都市公

園の整備、バリアフリーの促進、LRT・BRT の整備、ニュータウンの更新等 

② 外国企業の誘致やインバウンド促進など、新たな成長を取り込むための環境整備 

：民間都市再生事業等による良質なオフィスの形成、良質な住宅の供給、外国語対応の生活サービ

ス（医療、教育、商業、文化の各施設）の集積、陸海空の交通ネットワーク整備、看板等の多言語

対応、無料公衆無線 LAN 等の通信環境の整備、文化・交流機能の強化等 

③災害に強いまちづくりの推進 

：木密地域の早期解消、建築物・インフラの耐震化・更新の促進、民間都市再生事業等による地域

防災力の向上・大街区化の促進、都市の低・未利用地や空き家の有効活用、液状化対策の促進、電

線地中化・無電柱化の推進、外環道など災害時に重要な役割を担う道路の早期整備等 

 なお、①から③の取り組みを推進するにあたっては、国家戦略特区に基づく規制・制度改革を通じ

て、民間の力を十分に活用していくことが肝要である。 
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（３）グローバルな活躍の拡大に対する意見（31～37ページ） 

 「（３）グローバルな活躍の拡大」では、海外との陸海空のネットワーク形成と機能の強化に資する

施策が示されているが、わが国が海外からの投資を呼び込み、国際競争力を高めていくためにこれ

らの施策は不可欠であるため、鋭意、推進されたい。 

 また、国土全体の強靭性を確保し、安全・安心な国土を形成していくうえで、日本海・太平洋２面

活用型国土の形成を推進していくことも重要な要素である。 

 道路ネットワークの強化は、首都圏のみならず、近畿圏・中部圏等においても重要である。 

 リニア中央新幹線は、東京・名古屋・大阪間が直結することでその機能を十分に発揮し、効果を得

ることができる。したがって、早期全線（東京・名古屋・大阪間）整備が必要。 

 

第２節：安全・安心と経済成長を支える国土の管理と国土基盤 

（１）災害に対し粘り強くしなやかな国土の構築に対する意見（37～39ページ） 

 「（１）災害に対し粘り強くしなやかな国土の構築」については、木密対策や帰宅困難者対策をはじ

め、都市の防災・減災対策の強力な推進が喫緊の課題である一方、地方公共団体が担う役割が大き

いことから、地方公共団体との十分な連携を強調することが望ましい。 

 また、巨大災害に対するわが国の経済・社会システムの脆弱性を克服するために、ミッシングリン

クの解消に資する道路や、防災・医療等地域の安全・安心の実現を担う道路等のライフラインは、

多重性・代替性の観点からも着実に整備すべき旨を強調すべきである。 

 防災・減災対策の推進にあたっては、地震・津波、集中豪雨等のみならず、近年活発化している火

山活動についても念頭におく必要がある。 

 

（２）国土の適切な管理による安全・安心で持続可能な国土の形成に対する意見（39～46ページ） 

 「（２）国土の適切な管理による安全・安心で持続可能な国土の形成」について、耕作放棄地が増加

する中、農地の大区画化等や農地中間管理機構（農地集約バンク）等の活用による担い手への農地

利用の集積・集約の必要性が示されており、賛同する次第である。 

 集積・集約した農地を適切かつ有効に利用するためには、株式会社による農地の直接所有が必要で

あると考える。また、民間の経営ノウハウを活かして新たな設備投資や IT 化等を進め、規模の拡

大や生産性の向上を図るため、農業生産法人の農業者以外の構成員比率について、50％超の場合も

認めることが求められる。さらには、耕作放棄地に対する課税のあり方に関する検討も必要である。

これらを踏まえ、より踏み込んだ方向性を示すことが望まれる。 

 加えて、森林の整備・保全や、山村部を中心とした地籍整備の必要性が示されており、賛同する次

第である。 

 所有者不明の山林は、森林経営の集約化・大規模化や６次産業化等を進めるうえでの阻害要因と

なっていることから、所有者を明確にする権利登記の義務化、隣接地との境界確認などにより、山

林の有効活用を促進していく必要があると考える。 併せて、国産木材の利用促進、グリーンツー

リズムの推進など森林資源の有効活用を進める必要がある。 

 

（３）国土基盤の維持・整備・活用に対する意見（46～49ページ） 

 「（３）国土基盤の維持・整備・活用」において、「選択と集中」により、計画的にインフラ整備を

推進すること、「予防保全型維持管理」の導入、PPP・PFI 推進の必要性が示されており、基本的に
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賛同する。ただし、選択と集中の判断におけるストック効果の重視、PPP 等民活導入における課題

と改善策を明確にしたうえで、推進すべきである。 

 わが国では、高度成長期以降に整備したインフラが急速に老朽化し、今後20年で、建設後50年以上

を経過する施設の割合が加速度的に高まっていく状況にある。 

 現在の技術や仕組みを前提とすれば、2013年度に3.6兆円であった維持管理・更新費が、10年後に

は4.3～5.1兆円、20年後には4.6～5.5兆円になると推定されている。したがって、厳しい財政状況

の中で、対象とするインフラに優先順位を付けて、効果的・効率的に対策を推進することが不可欠

である旨をより強調することが望ましい。 

 また、長さ２メートル以上の橋梁の９割、道路トンネルの７割、道路舗装の９割、下水道の全てな

ど、地方公共団体が管理するインフラの割合は高い。 

 しかし、維持管理を取りまとめる部署・組織がある地方公共団体は１割強であり、インフラの状況

を取りまとめた台帳を更新できている割合も半数程度にとどまる。さらに、老朽化の把握状況も簡

易な方法に拠っているのが現状である。 

 地方公共団体、特に市町村では老朽化対策に、人員面、技術面、財政面で課題を抱えていることか

ら、市町村の体制強化、国や都道府県による技術的支援の必要性について、新たな全国計画（原案）

に明記すべきである。 

 

第３節：国土づくりを支える参画と連携に対する意見（49～53ページ） 

 建設業等の国土基盤を支える担い手確保の必要性が示されており、賛同する次第である。建設業界

では特に若年者の入職増や女性の就労促進が課題となっていることから、民間と密に連携して推進

していく旨をより強調されたい。 

 

第４節：横断的な視点に対する意見（53～55ページ） 

 【再掲】新たな全国計画（原案）では、次の10年間（2015年～2025年）は「日本の命運を決する10

年」であるとし、国土づくりの３つの目標を掲げているが、本計画の実効性を高めるために、第３

章「国土の基本構想実現のための具体的方向性」等において、施策の内容や数値目標（KPI）、向こ

う10年間、また当面３年程度の時間軸・工程について、より具体的な記載をすることが望ましい。 

（以 上） 
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労働者派遣法改正案の早期成立を求める 

 

2 0 1 5 年 7 月 1 4 日 

 

一般社団法人 日本経済団体連合会 

日本商工会議所 

公益社団法人 経済同友会 

 

労働者派遣法改正案は、６月19日に衆議院を通過し、現在、参議院において審議が行われている。 

そもそも、現行の労働者派遣制度は、①派遣事業者による悪質な法違反が後を絶たない、②派遣労働者

のキャリアアップを担保する仕組みがなく、ステップアップを図ることが難しい、③制度そのものが大変

複雑であり、とりわけ期間制限を巡るトラブルが生じやすく法令を順守しにくいといった多くの問題点を

抱えている。 

これに対し、現在国会で審議中の労働者派遣法改正案は、①労働者派遣事業の健全化（届出制を廃止し

許可制に一本化）、②派遣労働者のキャリアアップの強化（派遣元に派遣労働者の教育訓練について責任

があることを明確化し実施を義務化）、③複雑な期間制限の分かりやすい仕組みへの変更（「業務単位」か

ら「人単位」への見直し）など、現行制度を大幅に改善する。こうした見直しは、派遣労働者、派遣元・

派遣先双方にとって望ましいものである。 

改正法案の施行日は2015年９月１日とされている。大幅な改正であり、法令順守に向けた迅速な対応準

備のため、経済界は一刻も早い改正法案の成立を強く要望する。 

 

以 上 

 

 

 

労働者派遣法改正案の早期成立を求める 

＜提出先＞ 

参議院厚生労働委員長（丸川珠代）他 

＜実現状況＞ 

労働者派遣法改正案の早期成立を求め、当所、日本経済団体連合会および経済同友会の３者連名の要望書を

提出。同法案は９月 11 日に成立した。 
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平成28年度中小企業・地域活性化施策に関する意見・要望 

 

平成27年７月16日  

日 本 商 工 会 議 所 

基本的な考え方 

わが国は、20年にわたる長期のデフレからの脱却という重要な転換局面にある。経済好循環を実現し、

中長期的な経済成長を確実なものとするためには、企業がこれまでの貯蓄主体から転換し、本来の投資主

体として行動するとともに、資本蓄積、労働力、生産性の３要素の改善により潜在成長率を引き上げるサ

プライサイドの政策が必要である。 

一方、わが国が直面する「人口急減と超高齢化」「地方疲弊の深刻化」という大きな構造的課題の克服に

向けて、地方は、その持てる力を総動員し、地方創生の実現に向けた取り組みを加速させていくことが急

務である。 

わが国の雇用の７割を担い、付加価値の５割を生み出す中小企業は、まさに国が目指す経済好循環の原

動力であり、さらに地方においては雇用の６割を担う地方創生の中核である。わが国経済が持続的に発展

するためには、挑戦する中小企業を大胆に後押しすることで、中小企業がそのダイナミズムを存分に発揮

することが極めて重要である。中小企業がわが国の経済発展や地域経済の活性化に果たすべき役割を検証

し、企業の成長段階や業種等に応じた、きめ細かな支援の一層の強化を図るとともに、生産性向上、競争

力強化の観点から、中小企業基本法等の見直しを検討すべきである。 

 

【経済好循環の原動力である中小企業の活力強化を】 

今こそ、「デフレからの脱却」という好機をとらえ、中小企業の設備投資・技術開発の促進、国内外の販

路開拓、人材確保支援を通じて、商品・サービスの高付加価値化、事業の生産性向上に力強く挑戦する中

小企業を後押しすることが、経済好循環拡大の鍵である。 

 

【地方創生の中核を担う中小企業の活動基盤の強化を】 

国と地方、民間事業者が総力を挙げて、創業や事業承継の加速、地域資源を活用した産業創出、中小企

業のイノベーションを後押しする新たな産業集積の促進、小規模企業の経営力強化、効果的・機能的なま

ちづくり・社会資本整備の推進に取り組む必要がある。 

 

【東日本大震災からの本格復興と福島再生に向けた不断の支援を】 

多くの地域で復旧・復興が進展しつつあるものの、その進捗に差が生じている。福島県では、今なお多

くの住民・事業者が避難生活を強いられているほか、深刻な風評被害や住民の健康管理、除染・汚染水処

理の問題などに直面している。一刻も早い復興の実現に向け、国は必要な財源を確保し、取り組みを加速

すべきである。 

 

【2020年オリンピック・パラリンピック東京大会のレガシー創出に向けた､地方と中小企業の魅力・技術等

の世界への発信を】 

折しも、2020年には、オリンピック・パラリンピック東京大会の開催を迎える。世界が注目するこの大
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会を、地方の文化や中小企業の優れた技術などを世界にアピールする絶好の機会ととらえ、官民を挙げて

そのための準備を万全にすべきである。 

 

【中小企業がわが国の経済発展に果たす役割の検証による中小企業基本法等の見直しを】 

中核企業をハブとした地域の産業集積の競争力強化、中小サービス事業者の生産性向上、成長を阻害す

る「負担増」への対応、地域経済や中小企業への波及効果が大きい中堅企業の成長を後押しする新たな法

的措置等、生産性向上、競争力強化の観点から、中小企業基本法等の見直しを検討すべきである。 

 

以上の観点を踏まえ、日本商工会議所は、「平成28年度中小企業・地域活性化施策」に関して、下記事項

の実現を強く要望する。 

 

＝ 目 次 ＝ 

 

Ⅰ．経済好循環の原動力である中小企業の活力強化を 

１．高付加価値化・生産性向上に挑戦する中小企業の後押し 

（１）中小企業の生産性向上に向けた設備投資・技術開発の促進 ····························· p272 

（ⅰ）中小企業の技術力を活かした新製品開発の促進 

（ⅱ）中小サービス業における商品の高付加価値化、事業の効率化に向けた支援 

（ⅲ）中小企業の新陳代謝（新分野進出､廃業等）に対する金融機関の積極的な対応の促進 

（２）国内外の販路開拓支援の強化 ······················································ p277 

（ⅰ）地域資源や中小企業の優れた技術を活用した製品・サービスの販路開拓支援 

（ⅱ）海外市場の獲得に向けた販路開拓支援 

（３）中小企業の人材確保とわが国の労働力不足への対応 ··································· p278 

 

２．中小企業の収益力向上を妨げるコスト負担の軽減 

（１）消費税、原材料価格等の適正・円滑な価格転嫁と中小企業の仕事確保等事業環境整備の推進 ···· p280 

（２）電力コスト､社会保険料負担の軽減等 ··············································· p282 

（ⅰ）電力コストの軽減 

（ⅱ）社会保険料および税負担の軽減等 

（ⅲ）中小企業のマイナンバー制度等への円滑かつ適切な対応に向けた支援 

（ⅳ）中小企業におけるサイバーセキュリティ対策への支援の強化 

 

Ⅱ．地方創生の中核を担う中小企業の活動基盤の強化を 

１．創業や事業承継の加速、地域資源を活用した地域の産業創出 

（１）創業、事業承継の加速 ···························································· p285 

（ⅰ）創業支援 

（ⅱ）事業承継支援 
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（２）地域資源を活用した産業の創出 ···················································· p287 

（ⅰ）農林水産資源をはじめとする地域資源の活用促進 

（ⅱ）観光産業の育成 

（ⅲ）地熱やバイオマスなど地域固有のエネルギーを活用した実証発電プロジェクトと関連ビジネスの

拡充 

（ⅳ）高齢者の地方移住の促進に向けた、地域の介護など生活支援サービスに関する情報の一元的な提

供 

（ⅴ）多様な主体と連携した地方版総合戦略の策定・実行に向けた後押し 

（３）中小企業のイノベーションを後押しする新たな産業集積の促進 ························· p290 

（４）小規模企業の経営力向上と､商工会議所を中核とした支援体制整備の推進 ················ p290 

 

２．地域中小企業の活動基盤であるまちづくり・社会資本整備の推進 

（１）人口減少下での効果的・機能的なまちづくりの推進 ··································· p292 

（２）老朽化・防災対策の推進、観光振興などに資する社会資本の整備 ······················· p293 

 

Ⅲ．東日本大震災からの本格復興と福島再生に向けた不断の支援を ······················ p294 

１． 平成28年度以降における十分な支援の継続 

 

２． 復興加速の基盤となる生活・産業インフラ整備の着実な実施 

 

３． 復旧・復興のステージに応じた中小企業の早期経営再建への支援 

 

４．福島再生に向けた取り組みの確実な実施と支援の強化 

 

Ⅳ．2020年オリンピック・パラリンピック東京大会のレガシー創出に向けた、地方と中小企業の魅

力・技術等の世界への発信を ···················································· p296 

１． 東北六魂祭の東京開催など地方文化の海外発信による地方へのインバウンド観光客の誘導 

 

２．義肢装具の制作技術など中小企業の優れた技術の海外への発信 

 

Ⅴ．中小企業がわが国の経済発展に果たす役割の検証による中小企業基本法等の見直しを ·· p296 

※平成28年度税制改正については、別途、意見・要望する。 

※本意見・要望に関連する日本商工会議所の主な提言等は以下のとおり。 

①「地方創生と中小企業の活力強化のための規制・制度改革の意見50」（平成27年５月18日公表） 

 http://www.jcci.or.jp/recommend/request/2015/0518185103.html 

②「国と地域の再生に向けた観光振興について」（平成27年５月13日公表） 

 http://www.jcci.or.jp/news/2015/0513150000.html 
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③「中長期的なエネルギーミックス策定に向けた基本的考え方」（平成27年４月16日公表） 

http://www.jcci.or.jp/news/2015/0416164101.html 

④「知的財産政策に関する意見」（平成27年３月３日公表） 

http://www.jcci.or.jp/recommend/2015/0303131317.html 

⑤「東日本大震災からの本格復興に向けて ４年間の検証と次の６年およびその先を見据えた対応を」

（平成27年２月19日） 

http://www.jcci.or.jp/recommend/2015/0219142143.html 

 

記 

Ⅰ．経済好循環の原動力である中小企業の活力強化を 

１．高付加価値化・生産性向上に挑戦する中小企業の後押し 

（１）中小企業の生産性向上に向けた設備投資・技術開発の促進  

（ⅰ）中小企業の技術力を活かした新製品開発の促進 

①設備投資、技術開発を促す支援策の拡充 

（主な要望先：経済産業省、厚生労働省） 

中小企業が生産性を向上するには、デフレからの脱却という好機をとらえ、持てる技術を活用し、

設備投資、技術開発により、新たな製品・サービス開発に果敢に挑戦することが重要である。とり

わけ、ドイツの「インダストリー4.0」などの動きを踏まえ、IoT・ビッグデータを活用した「もの

づくりのビジネスモデルの変革」に対応することが必要である。 

ついては、以下を講じられたい。 

○中小企業が大学・公設試験研究機関等と連携して行う、製品化を見据えた研究開発および製品

の販路開拓の取り組みを支援する補助金（「戦略的基盤技術高度化支援事業（サポイン事業）」）

の継続・拡充（IoT ビジネスにつながる情報処理技術分野への重点支援） 

○人手不足や原材料価格の高騰に対応するための効率化・省力化に資する能力増強設備投資や、

試作品・サービス開発を促す補助金（「ものづくり・商業・サービス革新補助金」）の継続・拡

充 

○「中小企業技術革新制度（SBIR 制度）」（＊１)の予算枠の拡充 

○(独)医薬品医療機器総合機構（PMDA）の相談・承認申請の手数料の補助制度（「革新的医療機

器相談承認申請支援事業」）における、対象の拡大（利益基準の緩和）(＊２)、補助率の拡大

（＊３）、柔軟な支払方法の導入（＊４） 

＊１：各省庁が講じる技術開発補助金等のうち、中小企業が利用可能な事業が SBIR 予算とし

て指定され、当該事業を活用した中小企業は低利融資、特許料減免の特例等が利用可能。 

＊２：「前事業年度において、当期利益が計上されていないまたは当期利益は計上されている

が事業収益がない」中小企業等に限定されている。 

＊３：例えば、新しい医療機器の承認を受ける場合、申請までに総額900万円超の手数料が必

要。補助率は50％。 

＊４：手数料は全額前払いとされている。 

 

③ 「SIP」を活用した、中小企業と地方大学との共同研究開発の促進 
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（主な要望先：内閣府） 

中小企業が新たな製品・サービス開発や生産工程の効率化に取り組むには、大学との連携が有効

である。基礎研究から出口（実用化・事業化）までを見据えた、大学等研究機関との共同研究開発

等を推進する「SIP（Cross-ministerial Strategic Innovation Promotion Program 戦略的イノ

ベーション創造プログラム）（＊）」について、中小企業向けの枠を創設し、地方創生の観点から、

優れた技術を有する中小企業と地方大学との共同研究開発を促進されたい。 

＊：政府の「総合科学技術・イノベーション会議」が、社会的に不可欠で、日本の経済・産業競

争力にとって重要と判断・選定した研究課題への公募制度。１課題あたりの事業費は数十億円

規模。 

 

③大学等研究機関や大企業が有する特許の中小企業への提供促進による新製品開発支援 

（主な要望先：文部科学省、経済産業省） 

大学等研究機関や大企業が保有する特許を、中小企業が活用し、新製品・サービス開発につなげ

られるよう、以下を講じられたい。 

○大学等研究機関が保有する休眠特許を中小企業に無償開放するための、大学等研究機関への働

きかけ 

○大学等研究機関や大企業と、中小企業とのマッチングを支援するコーディネーターの育成 

○大学、公的研究機関等の研究成果を活用し事業化に取り組む中小企業を支援するための「シー

ズ活用研究開発事業」の拡充 

 

④知的財産の取得・維持と戦略的な活用、侵害対策への支援 

（主な要望先：経済産業省、外務省、内閣官房） 

新製品開発において、知的財産は大きな武器となる一方、流出・模倣のリスクも大きい。中小企

業の知的財産の取得・維持と戦略的な活用を後押しし、権利を保護するため、以下を講じられたい。 

○国内および国際出願における特許料等の減免制度（＊）について、米国の「スモールエンティ

ティ制度」を参考に、従業員300人以下の中小企業は一律に利用できるよう要件を緩和し、対

象を実用新案､意匠､商標に拡大すること。 

＊：現行制度の対象は、小規模企業（個人・法人）および事業開始後10年未満の個人事業主・

設立後10年未満の資本金３億円以下の法人 

○中小企業の各種申請手続を簡素化すること（出願、審査請求、早期審査、減免制度の申請を一

括してできるようにすること等）。 

○中小企業が、保有する特許の活用のため民間企業に依頼するコンサルティングの費用につい

て、補助制度を創設すること。 

○中小企業の知的財産権行使、侵害訴訟の支援のため、知財紛争処理に精通した専門家に関する

情報提供、訴訟費用（申立手数料等）の負担軽減を講じること。 

○中小企業から、取引上の地位等を利用し不当に技術・ノウハウを盗まれたと訴える声が依然と

して多いことから、不正競争防止法等の周知を強化すること。 

○模倣品・海賊版等による知的財産侵害の訴訟費用を賄う保険制度を創設すること 

○模倣品・海賊版等による知的財産侵害について、日本政府は相手国政府に対策強化を一層働き

かけること。また、相手国における侵害の発見、侵害先への警告、警察への被害届の提出、税
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関への差押え請求、裁判所への提訴、民間交渉などにおいて、在外公館やジェトロは積極的に

関与するなど、対応を強化すること。また、海外の模倣品・海賊版対策の費用への補助（「中

小企業知的財産活動支援事業費補助金」等）を拡充すること。 

○中小企業の高い技術力を海外で 大限に発揮するため、中小企業等が持つ技術の標準化や、わ

が国の認証基盤、知的基盤の強化を図ること。また、国際標準等に関する活動は、民間企業の

負担が大きいため、国際会議参加に係る費用について補助制度を創設すること。 

○海外の標準規格（EU における CE マークなど）の認証取得に向けた費用について、補助制度を

創設すること（＊）。 

＊：海外の工業規格の認証取得には、通常１年程度を要する。東京都は、中小企業向けに「海

外展開技術支援助成事業」として、海外認証取得費用等の２分の１(上限500万円)の助成を

平成25年度から開始。 

 

（ⅱ）中小サービス業における商品の高付加価値化、事業の効率化に向けた支援 

（主な要望先：経済産業省） 

サービス産業はわが国の GDP の７割を占めており、特に地域の人口減少に伴う需要減に直面する中

小サービス事業者は、消費税率10％への引き上げも見据えた商品の高付加価値化・収益確保が喫緊の

課題である。また、労働集約的産業であることから、人手不足を補完するための効率性の向上が重要

である。 

ついては、以下を講じられたい。 

 

①生産性向上に向けたロボットや IT、ビッグデータ等の導入・活用への支援 

○中小企業におけるロボットの導入や導入実証実験に対する支援（「ロボット導入実証事業」等）、

導入後の活用における支援（専門家による助言等）の拡充 

○サービスの向上や商品仕入れの効率化に向けたビッグデータの活用促進 

○クラウドコンピューティング、スマートフォン、タブレット端末等 IT の利活用に取り組む中小

企業を対象にした専門家相談・指導の実施体制の整備 

 

②サービス産業の生産性向上に向けた諸施策推進  

○卸小売、宿泊飲食、運輸倉庫、建設、医療介護など個別分野ごとの業種特性に応じた生産性向上

の取り組みの先進事例の紹介 

○サービス産業人材の育成に資する民間の資格制度（「リテールマーケティング(販売士)検定」等）

の活用 

○中小企業が人手不足に対応する新たな手段であるクラウドソーシングの一層の推進（「クラウド

ソーシング・プロデューサー」（＊）による発注支援、優良な受注者の掘り起こしなど） 

＊：中小企業庁「平成26年度地域中小企業の人材確保・定着支援事業」において養成された、中

小企業のクラウドソーシング活用を支援する団体（全国約100団体）。 

 

（ⅲ）中小企業の新陳代謝（新分野進出､廃業等）に対する金融機関の積極的な対応の促進 

（主な要望先：経済産業省、金融庁） 

①事業拡大に向けたニューマネーの供給 
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事業拡大による設備投資などの中小企業の資金需要（ニューマネー）に対応するため、以下を講

じられたい。 

○グローバルニッチトップ企業等への、政府系金融機関等による融資制度の拡充 

○地域中核企業等への、政府系金融機関等による融資制度の拡充（＊１） 

○債権譲渡を活用した中小企業の資金調達の円滑化に向けた仕組みの構築（＊２） 

＊１：取引先中小企業への波及や地域雇用等を通じた地域経済への影響力が大きい地域中核

企業を対象とする、期間10年一括償還・成功払い金利の融資制度。 

＊２：譲渡禁止特約付き債権の譲渡は法的に無効とされているが、民法改正法案では、中小企

業が保有する、大企業を債務者とした譲渡禁止特約付き債権を金融機関に担保として譲渡す

る場合には、債務者である大企業の承認がなくとも譲渡が法的に有効になる予定。これを機

に、債権譲渡を活用した中小企業金融の活性化を図ることが必要。 

 

②官民連携によるリスクマネーの供給 

○地域の企業がデフレから脱却し反転攻勢に転じる積極的な経営を後押しするため、官民金融機関

が連携しエクイティファイナンス、メザニンファイナンス等により、中小企業にリスクマネーを

積極的に供給する取り組みの一層の促進 

○国や都道府県等が主体となったクラウドファンディングのプラットホーム構築の促進、クラウド

ファンディングを活用する事業者が負担するイニシャルコストや運営会社への手数料（＊）に対

する補助制度の創設 

＊：成功報酬型で目標額の10～20％程度が多い。 

 

③金融機関の事業再生・経営改善への主体的な取り組みの促進､円滑な廃業に向けた支援 

○日頃から債権者として中小企業の経営状況を把握している金融機関が、中小企業の事業再生に向

け、一層主体的に取り組むよう促すこと。具体的には、「(株)地域経済活性化支援機構（REVIC）」

における特定支援業務や事業再生 ADR など多様な手法による事業再生の促進や、経営改善計画の

策定支援に取り組むよう、金融庁監督指針を一層徹底すること。 

○中小企業再生支援協議会の支援完了案件の多くは、暫定的にリスケジュールを行っている状況で

あり、今後、実現可能性の高い抜本的な再生計画の策定支援やモニタリングが必要となることか

ら、中小企業再生支援協議会の人的な拡充を継続すること。 

○経営改善を要する手前での予防策として、中小企業の経営課題の早期発見につながる評価指標を

策定するとともに、その普及のための支援策（評価指標に沿って経営の見直しを行う中小企業へ

の補助・低利融資等）を創設すること。 

○廃業を希望する事業者の円滑な廃業および廃業後の生活の安定のために講じられた、国による各

種セーフティネット施策（小規模企業共済制度、「経営者保証に関するガイドライン」等）につ

いて、周知を一層強化すること。 

 

④ 民間金融機関における「経営者保証ガイドライン」に沿った融資の一層の促進 

経営者による個人保証は、資金調達の円滑化に寄与する面がある一方、事業拡大や早期の事業再

生の阻害要因となりかねない。平成26年２月に適用開始された「経営者保証に関するガイドライン」

が適用可能な企業には、経営者保証なしの融資が検討・実行されるよう、民間金融機関等での浸透
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を一層促進されたい。 

また、保証や担保に過度に依存しない、以下をはじめとする融資の浸透を促進されたい。 

○停止条件付保証契約（＊１）、または解除条件付保証契約（＊２）に基づく融資 

○ABL（動産・売掛金担保融資） 

○電子記録債権（でんさい）融資 

○「知財活用ビジネス評価書」「知的資産経営報告書」など、知的財産の適正な評価をもとにし

た融資（知財金融）の促進（＊３） 

＊１：経営情報の定期的な開示等非財務コベナンツ（特約条項）に抵触しない限りにおいて保

証の効力が発生しない保証契約 

＊２：コベナンツを充足する場合は保証債務が解除されうる保証契約 

＊３：特許庁は、平成26年度から「知財活用ビジネス評価書」の作成支援事業を行っており、

22の金融機関がこの制度を使った融資に取り組んでいる。 

 

⑤資金繰りへの万全な対策 

中小企業の景況感は依然としてまだら模様であり、金融円滑化法終了に伴う資金繰り安定化策に

ついて、引き続き、万全の対策を講じられたい。 

特に、原材料・エネルギーコスト高の影響を受けた企業等に対する政府系金融機関による「セー

フティネット貸付」について、十分な予算措置を講じるなど、万全の対策をとられたい。 

 

⑥自治体の損失補償付制度融資等における求償権放棄等に係る対応  

中小企業の債務整理局面において、自治体の損失補償付制度融資等にかかる信用保証協会の求償

権の放棄や債権の不等価譲渡に際して、個別案件ごとに地方自治体の議会の決議が必要となる場合

等、法令上・規定上の障害があり、中小企業の円滑な再生や清算に支障をきたす恐れがある。 

こうした障害を取り除くため、関係省庁からの地方自治体への働きかけ等の必要な措置を講じら

れたい。 

 

⑦信用保証制度のあり方に係る検討 

信用保証制度のあり方について検討する際は、中小企業の経営環境等に配慮し、これまで以上に

セーフティネット機能に万全を期すとともに、新事業創出等のリスクを伴う分野への成長マネーの

供給を促進する観点から、金融機関が目利き力を十分に発揮した取り組みを促進するよう、必要な

措置を講じられたい。 

 

⑧ゆうちょ銀行の預入限度額見直しへの慎重な対応 

ゆうちょ銀行の預入限度額の見直しについては、地域の住民の利便性向上につながるものの、他

方、民間金融機関とりわけ地域金融機関の預金や顧客基盤の流出による地域の金融システムへの甚

大な影響が懸念され、中小企業への金融仲介機能および地方創生に悪影響を及ぼしかねない。つい

ては、ゆうちょ銀行の預入限度額の見直しの検討にあたっては、現下のわが国経済の喫緊の課題で

ある中小企業の活力強化と地方創生の取り組みが大きく損なわれることがないよう、関係者間で十

分な議論を重ね、慎重に対応する必要がある。 
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⑨バーゼル規制など国際的な規制強化への適切な対応 

バーゼル銀行監督委員会で議論されている「信用リスクに係る標準的手法の見直し」は、中小企

業の円滑な資金調達を阻害する可能性があるため、今後も重大な関心をもって動向を注視し、わが

国の経済成長を阻害することのないよう、必要に応じてバーゼル委員会に対して意見を出し、ルー

ル形成に反映できるよう、万全の対策を講じられたい。 

 

（２）国内外の販路開拓支援の強化 

（ⅰ）地域資源や中小企業の優れた技術を活用した製品・サービスの販路開拓支援 

（主な要望先：経済産業省） 

①地域資源を活用した製品・サービスの販路開拓支援 

○中小企業地域資源活用促進法の改正による農業体験や産業観光等の支援対象への追加を踏まえ

た、地域資源を活用した「ふるさと名物」の開発・販路拡大の取り組みに対する支援の拡充 

○「地域産業資源活用事業計画」の認定取得の促進に向けた施策の推進（「消費者志向型地域産業

資源活用新商品開発等支援事業」（＊）の拡充等） 

＊：「地域産業資源活用事業計画」の認定を受けた者を対象に、新商品・新役務の開発、需要の

開拓等を行う事業に係る経費の一部を補助。 

○地域の支援機関が、地域資源を活用した商品・サービス開発を行う事業者（「農商工等連携事業

計画」「地域産業資源活用事業計画」等の認定を受けた者等）を取りまとめて行う、国内外の展

示会への共同出展や商談会開催等への支援の創設 

○全国の特産品・名産品の販路開拓の場である「おもてなしギフトショップ」をはじめとするイン

ターネットモールへの出店に関するセミナー・相談会、専門家支援の継続 

○「JAPAN ブランド育成支援事業」を、「クールジャパン」戦略の重要な事業として位置付け、海外

市場での販売までを支援するため、以下を講じること 

・海外の有力展示会等での「JAPAN ブランド」ブースの設置、海外に進出している日系小売業と

の連携による常設展示・販売所（店舗・web 等）の設置 

・海外へのマーケティング、販路開拓のための専門家（バイヤー等）データベースの構築および

専門家派遣事業の実施 

 

②中小企業の優れた技術・製品の販路開拓支援 

中小企業の優れた技術・製品と国内大手企業などとのマッチングを支援するため、平成26年４月

に開設されたウェブサイト「J-GoodTech」について、マッチング成功率の向上に向けた登録企業の

拡大、コーディネート機能の向上など、一層の推進を図られたい。 

 

（ⅱ）海外市場の獲得に向けた販路開拓支援 

①海外への販路開拓支援の継続・拡充 

（主な要望先：経済産業省、外務省、厚生労働省） 

中小企業の輸出促進に向け、海外への販路開拓に向けた商談の機会を確保するための、国内展示

会への海外バイヤーの招聘事業や、海外見本市・展示会への出展機会の確保および出展費用の補助・

助成を継続・拡充されたい。また、(独)中小企業基盤整備機構が実施する「海外ビジネス戦略推進

支援事業」について、１事業年度超の調査期間を認めるなど運用改善を図られたい。 
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②ODA における中小企業の活用推進等 

（主な要望先：経済産業省、外務省） 

衛生環境改善など途上国の課題の解決等に資する技術を有する中小企業の ODA 事業への参入機

会を拡大するため、中小企業向けの枠を拡大するとともに、ニーズ調査、案件化調査、普及・実証

事業のみならず、その前の検討段階での事業（現地ニーズ等の情報収集や事業パートナー形成、事

業計画案の作成など）に対する支援を拡充されたい。 

 

③海外日本企業のビジネス環境整備に向けた民間活動への支援の推進 

（主な要望先：経済産業省､外務省） 

海外に進出した日本企業が抱える障壁事項は短期間で解決を図ることができない案件が多く、当

該国で日本の官民が一体となって時間をかけ、粘り強く解決に取り組むことが不可欠である。 

新興国におけるビジネス環境を整備し、さらなる日本企業の海外進出や日本企業による海外市場

の獲得を図るため、在外日本人商工会議所等のロビー活動を支援する「新興国市場開拓等事業費補

助金」について、継続的な活動実施のため、切れ目なく事業を執行されたい。 

 

④中小・中堅企業の海外展開に資する、TPP などの広域経済連携協定の早期締結 

（主な要望先：TPP 政府対策本部､経済産業省､外務省､財務省､農林水産省） 

中小・中堅企業の海外展開を促進するためには、貿易・投資に係る規制の撤廃や、国ごとに異な

る手続の簡素化・調和化などにより、進出先のビジネス環境を整備し、効率的なサプライチェーン

を構築することが不可欠である。 

そのためには、TPP（環太平洋パートナーシップ協定）、日中韓 FTA、日 EU・EPA、ならびに RCEP

（東アジア地域包括的経済連携）などの広域的な経済連携を早期に締結することが重要である。 

特に、知的財産の保護強化、投資・サービス分野における参入障壁の撤廃、運用しやすい原産地

規則の策定、査証手続の迅速化、電子商取引に係るルール整備など、中小・中堅企業にとって利便

性の高い貿易協定を実現されたい。 

また、農林水産業への影響を克服するための大胆な規制緩和、国際競争力強化のための支援策を

実行されたい。 

 

⑤知的財産の取得・維持と戦略的な活用、侵害対策への支援[再掲] 

 

（３）中小企業の人材確保とわが国の労働力不足への対応 

①中小企業の人材確保への支援 

（主な要望先：経済産業省、厚生労働省、文部科学省） 

中小企業では若手人材に対する採用ニーズが高い一方、学生は大企業志向が強く、ミスマッチが

生じている。高い技術や優れたサービスを有する中小企業であっても、学生に対する知名度が低い

ために、優秀な人材の確保に結び付かない場合がある。また、本年度より実施された就職・採用活

動の後ろ倒しの影響により、８月の選考活動開始以降、中小企業の内定辞退者の増加等が懸念され

る。 

中小企業が、UIJ ターン希望者も含め地域内外の就業希望者に対し、自社の事業内容や求める人

材像、企業の魅力を積極的に発信し、採用につなげられるよう、以下を講じられたい。 
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○新規学卒者等を対象にした、民間事業者が開催する有料の合同企業説明会等に参加する中小企

業に対する補助・助成制度の創設 

○中小企業におけるインターンシップの受入促進に向けた支援（ノウハウを持つ人材による相談

体制の構築や受入に伴うコストに対する補助制度の創設） 

○中小企業の採用活動（合同企業説明会、短期就業体験、交流会等）の情報を発信する全国的な

ポータルサイトの構築 

○若者の職業訓練と正規雇用化に資する「ジョブ・カード制度」の一層の推進（政府広報などに

よる PR の強化、中小企業に支給する助成金の増額（＊１）） 

○従業員の職業訓練を行う事業者に対する「キャリア形成促進助成金」等の、行政機関等の連携

による中小企業への普及・PR 強化、申請手続の簡素化 

○教育機関（大学・高等専門学校・高校等）と産業界の連携によるキャリア教育・職業教育事業

への支援の拡充 

○若年者のものづくり・技能継承を目的とした人材育成支援事業（「ものづくりマイスター制度」）

の普及・啓発の推進 

○技能や知識を有し就業意欲のある高齢者と企業とのマッチングの促進（「シルバー人材支援セ

ンター」の機能強化等） 

○若者・女性・シニアが働きやすい職場環境整備のため、作業の身体的負荷を軽減させるための

設備や機器の導入に対する補助・助成制度（＊２）の創設 

＊１：ジョブ・カード制度により、平成20年度以降、2.8万社の企業で4.5万人が職業訓練を終

了、3.7万人の正規雇用を創出（平成27年４月末現在）。職業訓練を終了し訓練生を正規雇用

した企業の95％は中小企業。職業訓練を実施し、一定の要件を満たす中小企業への助成金と

して、訓練生１人・１時間あたり800円（OJT、Off-JT）、Off-JT の教材等の経費（訓練時間

100時間未満の場合上限10万円）が支給される。 

＊２：既存の「職場意識改善助成金」（厚生労働省）は、労働時間削減や有給休暇取得を目的

とした労務管理や労働能率の増進に資する設備・機器等の導入等が助成の対象であり、作業

の身体的負荷を軽減させる目的での設備の整備や機器の導入は対象外。 

 

②当面の労働力人口の確保に向けた環境整備と制度の見直し 

（主な要望先：厚生労働省、法務省、文部科学省、国土交通省） 

少子高齢化が加速度的に進行する中、わが国全体の労働力不足を解決するためには、女性、若者、

プロフェッショナル・シニア等、多様な人材の活躍促進、外国人労働者の受入促進など、ダイバー

シティ経営の推進が不可欠である。 

ついては、以下を講じられたい。 

○女性が長く働いても、税や社会保険料で急激な負担増が生じないよう、世帯単位で税の控除額

や社会保険料負担を調整できる新たな仕組みを導入するなど、女性の活躍を促す社会保険制

度・税制の構築 

○女性の円滑な職場復帰・再就職のために企業が行う、IT リテラシーの向上やビジネスに直結

する講座等の経費に対する補助・助成制度の創設 

○女性や高齢者等の労働参加の拡大に向けた、職務・労働時間・勤務地等を限定した勤務形態な

ど多様な働き方を促す施策（表彰による企業の取り組みの PR、助成制度の創設等）の推進 
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○女性や高齢者の職域拡大や配置・勤務形態の見直し等に取り組み、積極的に雇用を進める企業

へのインセンティブ拡充や、高齢者の労働意欲を高める在職老齢年金等の見直し 

○非専門的・非技術的分野について、移民とは異なる形での、外国人の一定期間の就労を可能と

する新たな枠組み作りの検討 

○外国人技能実習制度における対象職種の追加（介護、観光サービス分野等） 

○外国人労働者等の受入に伴い、外国人児童・生徒の日本語学習環境を整備する際の国の補助制

度（「公立学校における帰国・外国人児童生徒に対するきめ細かな支接事業」「定住外国人の子

どもの就学支援事業」）の拡充 

○人手不足が深刻な運輸・建設・介護等の人手確保に向けた規制緩和等 

・タクシー等の運転手不足解消のための、普通自動車第二種免許の受験資格の要件（現行21歳

以上で免許取得３年以上）の緩和 

・建設現場の専任技術者の設置基準（設置が必要とされる請負代金の下限額（＊１））の見直

し 

・建設工事等における公共事業入札の際に求められることの多い「１級施工管理技士」（＊２））

の受検資格における実務経験年数要件の短縮化 

＊１：建設業法第26条および施行令第27条において、工事１件の請負代金が2,500万円（当

該建設工事が建築一式工事の場合は5,000万円）とされている。 

＊２：例えば１級土木施工管理技士の学科・実地試験の受検資格は、指定学科の大学学卒者

で実務経験３年以上、指定学科以外の高校卒業者の場合は11年６カ月以上が必要とされ

る（他の資格を保有している場合等を除く）。 

 

２．中小企業の収益力向上を妨げるコスト負担の軽減 

（１）消費税、原材料価格等の適正・円滑な価格転嫁と中小企業の仕事確保等事業環境整備の推進 

①原材料価格等の円滑な価格転嫁を図るための「転嫁対策パッケージ」の一層の推進 

（主な要望先：公正取引委員会、経済産業省） 

中小企業の収益力向上には、適正価格での取引が不可欠である。消費税率引き上げに加え、原材

料価格の高騰、電気代の値上げ、人件費の上昇分を十分に価格に転嫁できるよう、下請取引適正化

の実効性を一層高めていくことが重要である。 

政府は、「経済の好循環実現に向けた政労使会議」の合意を踏まえ、「転嫁対策パッケージ」に基

づき、以下を推進されたい。 

○立入検査を含む「下請法（下請代金支払遅延等防止法）」の一層厳格な運用（＊） 

＊：平成26年度の指導件数5,461件（過去 多を５年連続で更新） 

○「下請ガイドライン」（下請適正取引等の推進のためのガイドライン）に沿った取引要請と大

企業の購買部門への浸透・働きかけなど一層の周知徹底および実効ある活用と定期的な効果の

検証 

 

②消費税率引き上げに伴う価格転嫁対策の徹底 

（主な要望先：公正取引委員会、経済産業省、財務省、消費者庁） 

消費税率８％への引き上げにあたっては、商工会議所が調査した結果、６割の事業者がすべて価

格転嫁できたと回答するなど、前回の引き上げ時に比べて、比較的円滑に価格転嫁が実現している。
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公正取引委員会・中小企業庁の指導・勧告により、対事業者間取引における転嫁拒否等の行為は一

定の抑止効果が働いていると考えられる。一方で、商工会議所の調査結果でも明らかなように、対

消費者取引や、規模の小さな事業者ほど価格転嫁が困難な実態がある。政府は引き続き、国民に対

する徹底した広報をはじめ、転嫁拒否の取り締まりを推進する等の消費税転嫁対策特別措置法に基

づく実効性の高い価格転嫁対策を継続すべきである。 

また、商工会議所の調査結果において、４割を超える事業者が「外税取引や外税表示のため、税

額を引き上げることが可能であった」と回答するなど、外税表示や税抜価格の強調表示が有効な転

嫁対策であったとの声が寄せられている。ついては、消費税率引き上げ後も、消費者の消費税への

認識を高め円滑な価格転嫁を実現するために、転嫁対策特別措置法の期限切れとなる平成30年10月

以降においても外税表示を認め、事業者が表示方法を選択できるようにすべきである。 

 

③中小企業の官公需受注機会の確保と確実な実行・推進 

（主な要望先：経済産業省、総務省ほか各府省庁） 

政府は「中小企業者に関する国等の契約の方針」（＊）の策定など、中小企業の官公需受注機会

の確保に努めているところであるが、引き続き、十分な事業枠の確保とその確実な実行を図られた

い。また、地方自治体においても、地域の中小企業からの優先的な調達や適正な価格での発注がな

されるよう、奨励されたい。 

＊：平成25年度の目標56.6％、実績53.7％、平成26年度の目標56.7％（過去 高） 

 

④民法（債権関係）改正法案の早期成立と中小企業への周知の徹底 

（主な要望先：法務省、経済産業省） 

民法（債権関係）改正法案は、約款に関する規定の新設や保証人保護の方策の拡充など、企業の

契約を巡るルールを現在の商取引の実情を踏まえて見直すものであり、中小企業にとっても有益な

改正であることから、早期の成立を図られたい。成立後には、専任の法務担当者がいない中小企業

において内容を理解し、契約の見直しを行えるよう、十分な普及啓発を図られたい。 

 

⑤「中小企業の会計に関する基本要領（中小会計要領）」の普及・推進 

（主な要望先：経済産業省、金融庁） 

中小企業が「中小企業の会計に関する基本要領（中小会計要領）」を通じて、自社の経営状況の

把握および経営力や資金調達力の向上を図ることができるよう、官民一体となった普及・活用の促

進策として、以下を講じられたい。 

○中小会計要領を活用することの意義・メリット等についての徹底した広報活動 

○民間金融機関に対する、中小会計要領を利用する中小企業へのインセンティブ措置拡充に向け

た働きかけ 

○各省庁の、法律による計画認定・補助金等の募集における、中小会計要領に従った計算書類提

出のさらなる奨励 

 

⑥経営力向上につながる専門家相談・派遣の拡充 

（主な要望先：経済産業省） 

「中小企業・小規模事業者ワンストップ総合支援事業」による中小企業への専門家派遣事業につ
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いて、様々な経営課題に対応するため、専門家派遣回数（１企業年間３回）・謝金上限（１時間5,150

円、１日30,900円）を拡充されたい。 

 

（２）電力コスト、社会保険料負担の軽減等 

（ⅰ）電力コストの軽減 

（主な要望先：経済産業省、環境省） 

①「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」の早期抜本的見直し 

環境負荷の低減やエネルギー自給率向上を図るためには、再生可能エネルギーの活用が重要であ

り、高コスト、出力の不安定性などの課題克服に向け、官民が資源を集中させ、研究開発を戦略的

に進める必要がある。 

固定価格買取制度の導入４年目となる平成27年度において、電気料金に上乗せされる賦課金の総

額は、約１兆3,222億円と、前年度（約6,500億円）からほぼ倍増している。現行制度が、毎年、当

該年度の賦課金が積み重なっていく仕組みであることに鑑みれば、将来の負担規模すら予測するこ

とが難しい。 

国民負担増大に歯止めをかけるため、賦課金額・導入量（特に非住宅太陽光）に上限を設定する

とともに、認定を受けたにもかかわらず意図的に設備の設置を遅らせている事業者等を対象に、買

取契約期間中であっても調達価格の引き下げや出力制御条件の変更を可能とし、コスト低減や研究

開発へのインセンティブ付与など、負担軽減に向けた総合的・抜本的な見直しを早急に行うべきで

ある。 

 

②安全が確認された原子力発電の順次速やかな運転再開 

原子力発電停止に伴う燃料輸入額増加分（火力発電焚き増し費用）は年間3.4兆円（平成26年度

推計）に達しており、電力コスト上昇の大きな要因となっている。また、海外からの化石燃料依存

度の上昇は、エネルギー自給率の低下、調達リスクの悪化、CO2排出量の増加を招いており、地球温

暖化対策の観点からも大きな問題を抱えていると言わざるを得ない。 

電力コスト上昇に一刻も早く歯止めをかけるため、安全が確認された原子力発電の早期運転再開

を実現し、増加した燃料費を削減すべきである。その際、「40年運転制限制」における運転期間延

長認可制度の 大活用、原子力規制委員会における審査の迅速化、建設中の原子力発電所の運転開

始等を進めていく必要がある。 

また政府は、立地地域が求める防災対策等に万全を期すとともに、幅広い意見を集約して積み重

ねてきた検討内容や諸課題解決のための取り組み内容を踏まえ、明確なデータに基づき、運転再開

の必要性を、国民に分かりやすく説明することが重要である。 

 

③中小企業の省エネ支援策の拡充 

中小企業の省エネの取り組み推進は、エネルギー需要減少に寄与するのみならず、中小企業のコ

スト削減・経営改善にもつながる。しかし、多くの中小企業は省エネの企画・実行に人員を割くこ

とが難しく、自社の電力使用量や節電可能な作業工程の把握が難しい場合が多い。また、電力コス

トの負担が限界に近づきつつある中小企業は、新たな省エネ関連設備等への投資余力も乏しい状況

にある。 

中小企業の省エネの取り組みを推進するため、「省エネルギー対策導入促進事業」における「無
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料省エネ診断」「無料節電診断」について、個々の事業者の実態に即したきめ細かな診断を行える

よう、専門スタッフによる現地診断の日数・時間（＊）を拡充されたい。また、「地域工場・中小

企業等の省エネルギー設備導入補助金」をはじめとする各種省エネ関連設備の導入支援策を継続・

拡充されたい。 

＊：「省エネルギー対策導入促進事業」における現地診断は、「無料省エネ診断」では原則１日、

「無料節電診断」では概ね４時間程度とされている。 

 

（ⅱ）社会保険料および税負担の軽減等 

（主な要望先：経済産業省、厚生労働省、財務省） 

①社会保障給付の重点化・効率化の徹底・加速､被用者保険から高齢者医療への過大な拠出金負担の

軽減 

急速な少子高齢化の進展に伴う企業の社会保険料負担の増加は、企業経営の大きな圧迫要因と

なっている。 

政府は、年金支給開始年齢の引き上げ、高所得者の基礎年金（国庫負担分）の減額、受診時定額

負担の導入、後発医薬品の使用促進など、社会保障給付の重点化・効率化をさらに徹底・加速化さ

せるとともに、高齢者の応能負担割合をなだらかに高めるなど、現役世代に過度に依存した負担構

造を改め、財源については、若年世代の結婚・出産・子育て等の環境整備など少子化対策に重点的

に配分すべきである。 

さらに、保険料収入の約５割を占める被用者保険から高齢者医療への拠出金負担は過大であり、

際限のない健康保険料の上昇を招いている。中小企業を主な加入者とする協会けんぽへの国庫補助

を法定上限の20％まで引き上げるとともに、前期高齢者医療への新たな公費投入や拠出金負担に一

定の上限を設ける等、被用者保険全体の負担軽減措置を早急に講じるべきである。 

 

②国際競争力強化のための法人税率の引き下げ 

平成27年度税制改正において法人税改革の道筋が示されたが、企業の競争力強化や対日投資の拡

大のため、諸外国との競争条件のイコールフッティングの実現は不可欠であり、法人実効税率を海

外主要国並みの20％台まで引き下げるべきである。 

同時に、法人所得800万円以下の中小法人は50万社に達し、海外製品・サービスとの競争に晒さ

れていることから、中小法人等の軽減税率についても、海外との競争に打ち勝てる水準の10％まで

引き下げ、適用所得金額を拡大すべきである。 

 

③外形標準課税の中小企業への適用拡大等は断固反対 

外形標準課税（法人事業税の付加価値割）は、「賃金への課税」が中心であり、雇用するほど税

負担が増すことから、雇用の維持、創出に悪影響をもたらす。政府の賃金引き上げの政策にも逆行

し、経済の好循環の実現を阻害するものであり、外形標準課税の適用拡大には反対する。 

とりわけ、地域の雇用を支え、労働分配率が８割にも達する中小企業への適用拡大は、赤字法人

176万社が増税となり、その影響が甚大であることから断固反対する。 

また、欠損金繰越控除の利用制限（94万社の利用企業が増税）や、減価償却方法の定額法への統

一、中小企業投資促進税制の縮減等は、中小企業の経営の安定性や成長を阻害することから反対す

る。 
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④複数税率・インボイスは導入すべきでない 

複数税率は、高所得者にも多くの恩恵が及び低所得者対策として非効率である一方、社会保障財

源が失われ国民や将来世代に別の負担が生じるうえ、対象品目の線引きが不明確で、国民・事業者

に大きな混乱を招き、区分経理事務による取引の各段階において、新たに、複数の税率を管理する

負担が増加することから、導入すべきではない。 

また、インボイスの導入は、すべての事業者に消費税の納税・経理方法の変更を強いるとともに、

免税事業者が取引から排除される等、中小企業にとって過度な事務負担を強いることから、断固反

対する。 

 

（ⅲ）中小企業のマイナンバー制度等への円滑かつ適切な対応に向けた支援 

（主な要望先：経済産業省、厚生労働省、財務省） 

マイナンバー制度の導入にあたって、事業者は、従業員やその家族の個人情報を適切に管理する

ことが求められていることから、地方自治体や税務署、社会保険事務所など各行政機関等を通じて

きめ細かく対応するための相談体制の構築、セキュリティ対策も含めたセミナー・相談会の開催等、

十分な対応策を講じられたい。また、セキュリティ対策等のシステム改修等で一定以上の費用負担

が生じる場合の支援措置（費用補助）を導入されたい。 

改正個人情報保護法案において、個人情報数５千以下の事業所の適用除外の廃止が予定されてい

るが、対象となる中小企業にとって、関連規程の作成・公表、従業員教育などの義務は大きな負担

となる。ついては、簡易で分かりやすいマニュアルの作成やセキュリティ対策も含めた普及セミ

ナー・相談会等の開催等、十分な周知・準備を行われたい。 

 

（ⅳ）中小企業におけるサイバーセキュリティ対策への支援の強化 

（主な要望先：経済産業省） 

個々の中小企業では対処が困難な、高度な標的型サイバー攻撃に対し、被害状況の把握や被害発

生防止の支援を行う、(独)情報処理推進機構（IPA）の「サイバーレスキュー隊」（＊）など、中小

企業におけるサイバーセキュリティ対策への支援を、一層強化されたい。 

＊：平成26年７月に設置。攻撃の期間・内容、感染範囲、想定被害等、攻撃および被害の把握と

深刻度の助言や、民間セキュリティ事業者への移行を前提とした対策着手のための助言などを

行う。対象は、民間企業（標的型サイバー攻撃特別相談窓口で受け付け、状況等から対応が必

要と判断された場合）、業界団体、独立行政法人など。 
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Ⅱ．地方創生の中核を担う中小企業の活動基盤の強化を 

１．創業や事業承継の加速、地域資源を活用した地域の産業創出 

（１）創業､事業承継の加速 

企業数は年間10万社以上減少（＊１）、また経営者の平均年齢が60歳に迫り､５人に１人は70歳以上

と高齢化が進んでいる中（＊２）、創業や事業承継の促進により、地域に仕事と雇用を創出していく

ことが重要である。 

＊１：2009年：約421万社⇒2012年：約386万社、３年間で約35万社減少（経済センサス）。 

＊２：(株)帝国データバンク「2015年全国社長分析」によれば、2014年の社長の平均年齢は59.0歳

(1990年の調査開始以降過去 高)。また、70歳代および80歳以上は約18％。 

 

（ⅰ）創業支援 

（主な要望先：経済産業省、法務省、財務省、厚生労働省、文部科学省） 

①創業支援策の安定的・継続的な実施 

○産業競争力強化法に基づき認定された「創業支援事業計画」における「特定創業支援事業」を受

けた創業者に対する、登録免許税の軽減措置の拡充 

・個人事業主として創業した後に法人成りした場合の登記も対象とすること 

・株式会社以外の法人（合同会社等）を設立登記する場合も対象とすること 

○創業支援事業計画により事業を行う創業支援事業者向けの補助金（補助率2/3、補助上限額1,000

万円）の継続 

○地域創業促進支援事業（創業スクール事業）の継続および受講料（ベーシックコース・女性起業

家コース10,800円、第二創業コース5,400円）の引き下げ 

○創業促進補助金の拡充、補助対象となる創業時期の期間の拡大 

 

②創業者向け融資制度の拡充 

○「新創業融資制度」の「女性小口創業特例」（＊）の抜本的見直し（性別要件撤廃、対象要件の

簡素化等） 

＊：貸付限度額300万円以内の場合に限り、「現に雇用されている企業に６年以上勤務」等の経験・

雇用要件を撤廃する特例 

○「小規模事業者経営改善資金融資制度（マル経融資）」における創業間もない事業者（創業１年

以上７年以下）に対する金利減免措置の創設 

 

③創業手続のワンストップ化の推進 

創業時の行政手続の手間を減らし、商品・サービス開発や販路開拓などの本業に専念できるよう、

開業手続のワンストップセンターを全国に設置されたい。 

 

④創業希望者を増やすための取り組みへの支援 

過去10年で60万人近く減少（＊）している創業希望者の増加に向け、以下を講じられたい。 

○小中学生等を対象とした、産業界との連携による起業体験や起業教育プログラムを支援する

「小中学校における起業家教育モデルプログラム」の継続 
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○創業人材など地域が求める人材を養成するための教育プログラムを実施する大学を支援する

「地（知）の拠点大学による地方創生推進事業」の継続 

＊：2014年中小企業白書によれば、起業（創業）希望者は、2002年は140.6万人、2012年は83.0

万人（総務省「就業構造基本調査」より（５年に１度の調査）） 

 

⑤創業支援施策の成果の検証に向けた開業届・廃業届などのデータの活用 

各地域において、「創業支援事業計画」の策定・実行が進められているが、その成果を把握し、

事業の PDCA サイクルを適切に回すためには、創業者数などのデータの把握が不可欠である。例え

ば、開業届・廃業届による開業数・廃業数を開示するなど、創業に関するデータを把握・活用でき

る体制を整備されたい。 

＊：創業数・廃業数および開業率・廃業率は、「雇用保険事業年報」（有雇用事業所の数）、「経済

センサス」（個人企業＋会社企業の数）、「民事・訟務・人権統計年報」（会社設立登記件数）か

ら算出されている。「雇用保険事業年報」では雇用のない創業は対象とされないこと、「経済セ

ンサス」は３年に１度の調査であること、「民事・訟務・人権統計年報」では会社法人以外の

創業は対象とされないことなどの課題がある。 

 

⑥創業時の負担軽減（税、社会保険料） 

創業間もない中小法人の経営基盤を強化し、中小法人の拡大・発展を後押しするため、創業後５

年間の法人税や社会保険料の減免措置を図られたい。 

 

（ⅱ）事業承継支援 

（主な要望先：経済産業省、金融庁） 

① 「事業引継ぎ支援センター」による M&A の促進、後継者不在の事業者と創業希望者とのマッチン

グ 

後継者が不在の事業者については、創業希望者とのマッチングや M&A を進めることが重要であ

る。ついては、以下を講じられたい。 

○「事業引継ぎ支援センター」、「後継者人材バンク」の全都道府県への設置の推進 

○事業引継ぎ支援センターへの M&A の実務経験のある人材の配置 

○M&A による事業引継ぎの足枷となっている、高額な着手金等（＊）に対する補助制度の創設 

○国の創業支援事業を受けた創業希望者（「創業スクール」の受講者等）に対する、後継者人材

バンクへの登録を促す取り組み 

＊：一般的に、着手金50万円～200万円に加え、成約料1,000万円～2,000万円程度（総資産ま

たは純資産の数％）が必要。 

 

②事業承継を契機とした事業の見直し・経営革新の取り組み促進 

中小企業経営者の子どもが親の事業を承継しない理由として、「親の事業に将来性・魅力がない」

が多くあげられる（＊１）など、後継候補者が存在しても事業承継が行われないケースがある。一

方、事業を承継した後継者の６割が、事業承継の際に、事業の見直しや新たな取り組みを行い、そ

の多くが事業を好転させている（＊２）。  

高い技術や優れたノウハウを有する企業が存続・発展していくためには、事業承継を契機とした
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事業の見直し、経営革新が重要である。 

ついては、以下を講じられたい。 

○「創業・第二創業促進補助金」の拡充（第二創業促進補助金については、事業承継時に「経営

革新計画」の策定に取り組んだ場合の補助を創設すること） 

○金融機関が、取引先の事業者に、事業承継に向けた対応の必要性を積極的に周知するとともに、

事業の見直し・経営革新を希望する事業者を支援機関に紹介するといった対応を徹底するよ

う、金融庁の監督指針に盛り込むこと 

○事業承継を契機に「経営革新計画」の策定に取り組む事業者に対する、金融機関による先代経

営者の保証解除、後継者の保証なしの融資の促進 

＊１：(株)ニッセイ基礎研究所「働く人の就業実態・就業意識に関する調査」より 

＊２：2014年中小企業白書より。 

 

③金融機関の事業再生への主体的な取り組みの促進、円滑な廃業に向けた支援[再掲] 

 

④自治体の損失補償付制度融資等における求償権放棄等に係る対応[再掲] 

 

（２）地域資源を活用した産業の創出 

（主な要望先：経済産業省、国土交通省、文部科学省、農林水産省、総務省、外務省、法務省） 

（ⅰ）農林水産資源をはじめとする地域資源の活用促進 

①農商工連携・６次産業化などによる農林水産資源の活用促進 

多くの地域では、農林水産業が地域の基幹産業となっている。地域の産業創出・育成、地域経済

の活性化や、TPP 締結を見据えた農林水産物の輸出促進に向け、中小企業と農林水産業者が連携・

協力して行う、農商工連携・６次産業化の推進等による、農林水産業の付加価値創造、収益力の向

上が必要である。 

ついては､以下を講じられたい。 

○「農商工等連携事業計画」の認定取得の促進に向けた施策の推進（「低未利用資源活用等農商

工等連携支援事業」（＊１）の拡充等） 

○農林水産資源等を活用した製品等の海外販路開拓の取り組みに対する支援（「地域資源海外販

路開拓支援事業」等）の拡充 

○国産木材の高付加価値化、利用拡大のための施策の推進（中高層建築物の木造化に向けた CLT

（＊２）等の新製品・技術の開発・普及への支援、2020年オリンピック・パラリンピック東京

大会の競技場・選手村の木造・木質化等） 

＊１：「農商工等連携事業計画」の認定を受けた者を対象に、新商品・新役務の開発、需要の開

拓等を行う事業に係る経費の一部を補助。 

＊２：Cross Laminated Timber の略。直交集成板。板の繊維方向が直角に交わるように積み重

ねて接着した大判のパネル。非常に強固で、コンクリートよりも軽量。 

 

②農林水産物など地域資源を活用した商品・サービスの販路開拓支援の拡充[再掲] 

 

③地域団体商標制度に係る料金減免制度等の支援の拡充 
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地域団体商標の活用による地域ブランドの育成、商品開発の促進、経営基盤強化を図るため、商

工会議所等の団体が登録主体となる地域団体商標について登録料金の減免措置を講じられたい。ま

た、地理的表示制度の普及促進・登録拡大を図るため、専門家等アドバイザーの派遣制度を創設さ

れたい。 

 

（ⅱ）観光産業の育成 

観光振興は、地域の中小企業の活性化や地方創生実現のための、 も効果的な方策の一つである。

「国内観光」と「インバウンド」の両輪により、全国各地への旅行者の増大を図り、地域の消費・雇用

を拡大するため、以下を講じられたい。 

 

①地方公共団体と地域の事業者が一体となって取り組む観光商品開発への支援の拡充 

○地域の関係者が連携して行う、様々な地域資源を組み合わせた魅力的なストーリーづくりを支援

する「地域資源活用ネットワーク形成支援事業」の拡充 

○着地型旅行商品の開発、観光ガイドの育成、二次交通の充実等の取り組みを一体的に支援する「地

域資源を活用した観光地魅力創造事業」の拡充 

○地域の観光資源となる郷土芸能・文化等を保存・継承する人材を育成するための補助・助成制度

の創設 

○PPP（公民連携）による公共サービスの提供スキームの推進による公用・公共用施設や公用地等

の観光振興への活用の促進 

 

②地方都市におけるインバウンド促進に向けた受入環境の整備等 

○首都圏空港の容量拡大、関西・中部の国際拠点空港のフル活用、地方空港の利用促進などによる

全国の航空ネットワークのさらなる連携・充実、地方空港へのチャーター便や LCC 誘致など路線

拡大に向けた支援 

○CIQ 税関・出入国管理・検疫）要員の増強やファーストレーンの設置拡大など、空港・港湾にお

ける出入国手続の迅速化・円滑化 

○重点プロモーション国（中国、ASEAN 等）向けのビザ発給要件の緩和、長期滞在の促進に向けた

外国人富裕者層を対象としたロングステイ向けビザの早期導入、寄港地上陸許可制度（ショアパ

ス）等の活用 

○地域観光の核となる「交流拠点都市」（仮称）と周辺地域を結ぶ二次交通や、交流拠点都市内の

鉄道・バス等の交通システムの育成・強化への重点的な支援 

○外国人観光客の受入体制の構築・強化に向けた、無料公衆無線 LAN 環境の整備や多言語案内表示

の普及・整備等への支援強化 

○全国における免税店の拡大促進に向けた支援制度の創設（商店街における免税手続窓口の設置・

運営の補助等） 

○国、宗教、生活習慣等に対応した国別の接客マニュアルの作成・周知 

○海外メディアにおける日本ブランドの発信のための放送枠等の確保、地域発の観光情報やコンテ

ンツ供給の推進に向けた(一社)放送コンテンツ海外展開促進機構や日本政府観光局（JNTO）等と

の連携強化、「ジャパン・コンテンツ ローカライズ＆プロモーション支援助成金」（J-LOP）の

拡充 
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③観光関連産業の育成・強化に向けた規制緩和等 

○国家戦略特区等で認められている道路を活用したイベントやオープンカフェの設置等、道路占用

許可の特例措置の全国での適用 

○古民家、歴史的建造物などの宿泊施設、レストラン、事務所等としての活用促進を図るための許

可手続の簡素化や施設基準の緩和（＊１） 

○改正耐震改修促進法に対応するため、ホテル・旅館等が行う耐震診断・補強設計・耐震改修への

補助（「耐震対策緊急促進事業」）の拡充 

○ホテル・旅館、観光案内所・道の駅などによる着地型旅行商品の開発・販売を促進するため、地

域限定旅行業における旅行業務取扱管理者については研修受講による資格付与を認めるなどの、

事業参入要件の見直し 

○貸切バスの営業区域（＊２）拡大の特例措置の恒久化 

＊１：旅館業法施行令第１条により、ホテルおよび旅館の客室数・客室床面積・玄関帳場の設置

等の基準が定められている。国家戦略特区に基づく指定区域では、同法施行規則第５条第１項

により、玄関帳場の設置が適用除外とされている。 

＊２：道路運送法上、原則として都府県単位とされているが、平成27年９月までの特例措置とし

て、地方ブロック単位もしくは営業所所在の隣接県まで認められている。 

 

（ⅲ）地熱やバイオマスなど地域固有のエネルギーを活用した実証発電プロジェクトと関連ビジネスの

拡充 

（主な要望先：経済産業省、環境省） 

地熱やバイオマスなど地域固有のエネルギーを活用した政府・自治体等による実証発電プロジェ

クトについて、将来の事業化段階で安価で安定的な電力・エネルギー供給が実現されることを目指

し、実証実験を行う地域の拡充、地元中小企業による発電技術開発や実用化・事業化を促進するた

めの支援策の拡充を図られたい。 

 

（ⅳ）高齢者の地方移住の促進に向けた、地域の介護など生活支援サービスに関する情報の一元的な提

供 

（主な要望先：まち・ひと・しごと創生本部、総務省） 

地方への移住を希望する大都市圏等の高齢者に、各地域の介護サービス支援などの情報を一元的

に提供するためのポータルサイトを創設されたい。 

 

（ⅴ）多様な主体と連携した地方版総合戦略の策定・実行に向けた後押し 

①地方版総合戦略の策定に向けた「RESAS」の拡充 

（主な要望先：まち・ひと・しごと創生本部、総務省、経済産業省） 

「まち・ひと・しごと創生総合戦略（地方版総合戦略）」の策定などにおいて、産業界として中心

的な役割を果たす商工会議所が、「RESAS（地域経済分析システム）」をフルに閲覧可能となるよう

措置されたい。 

 

②少子化対策、交流人口拡大に向けた地域の取り組みへの支援 

（主な要望先：内閣府、総務省） 
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少子化と人口流出の進行を食い止めるには、地方自治体のみならず、商工会議所をはじめとする

地域の様々な主体が協働し、総力を挙げて取り組む必要がある。 

ついては、以下を講じられたい。 

○少子化対策や交流人口拡大を目的に、地方自治体が地域の支援機関等と協働して行う婚活イベ

ント（街コン等）の、「地域少子化対策強化交付金」の支援対象への追加 

○「地域おこし協力隊」の活動をサポートする中間支援団体の活用促進に向けた PR と中間支援

団体への財政支援の拡充（＊） 

＊：地域外から移住し活動する「地域おこし協力隊」の活動を、地域の中間支援団体（商工会

議所、NPO 等）がサポートする場合、隊員の活動費（200万円）から、中間支援団体への委託

費の支出が認められている。 

 

（３）中小企業のイノベーションを後押しする新たな産業集積の促進 

①地域の中堅・中小企業グループが連携して取り組む、成長分野への参入事業の支援 

（主な要望先：経済産業省） 

地域の中核となる中堅・中小企業をハブとした地域内の企業グループが連携して取り組む、航空・

医療などの成長分野への参入事業を支援するため、地域の中堅・中小企業グループと公設試験研究

機関、大学、高等専門学校、研究機関、金融機関や支援機関等が連携して取り組む、新製品・サー

ビス開発、販路開拓を推進するための、コーディネート人材（プロジェクトマネージャー）の確保・

育成を推進されたい。 

 

②国内の産業集積地と海外の産業集積地との交流・販路開拓への支援の拡充 

（主な要望先：経済産業省） 

中小企業が個々の取り組みのみで海外の販路を獲得することはハードルが高いため、地域の中小

企業が連携し、産業集積やブランド力を活用して、グループで取り組むことが効果的である。つい

ては、「中小企業・小規模事業者海外展開戦略支援事業（地域間交流支援事業：RIT 事業）」の支援

対象を拡充するとともに、取り組みによる成功事例を積極的に PR されたい。 

 

（４）小規模企業の経営力向上と､商工会議所を中核とした支援体制整備の推進 

（主な要望先：経済産業省） 

①小規模企業の経営計画策定・実行支援の充実 

地域の人口減少、地域経済の衰退に直面する小規模企業が持続的に発展していくためには、計画

に基づく経営を推進することが重要である。また、経営資源に乏しい小規模企業の経営計画の策定・

実行を後押しするため、商工会議所等による伴走型支援が有効である。ついては、以下を講じられ

たい。 

○経営計画策定セミナー・個別相談会の継続 

○高付加価値化・生産性向上に取り組む経営計画への重点的支援 

・事業者のネットワーク化（複数事業者による共同事業の実施等）、IT 利活用、インバウンド

など海外需要の獲得等に取り組む経営計画の実現に向けた補助・低利融資等 

・「中小サービス事業者の生産性向上のためのガイドライン」に沿った経営計画の策定・実行

支援 
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②「経営発達支援計画」を実行する商工会議所への予算の拡充 

「商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律の一部を改正する法律（小規模

支援法）」において、商工会議所等が「中核」となって、他の機関と連携し、地域総ぐるみで小規

模企業の支援を行うことが明記されたことから、以下を講じられたい。 

○「経営発達支援計画」の策定に取り組む商工会議所等に対する国の具体的な考え方・審査基準

の予めの明示と十分な説明の機会の確保、審査プロセスの透明性確保 

○「経営発達支援計画」の実行を促すため、商工会議所が同計画に基づき実施する小規模企業の

経営計画策定、販路開拓支援事業に対する支援の拡充 

○商工会議所が取り組む経営改善普及事業予算の安定的な確保・増額に向けた都道府県への強力

な働きかけおよび地方交付税等国の支援の拡充 

 

③「小規模事業者経営改善資金融資制度（マル経融資）」のさらなる拡充 

小規模事業者の経営改善を資金面から支える「マル経融資」は、小規模事業者の多様な事業展開

を支えるうえで重要性を増していることから、以下を講じられたい。 

○現在講じられている拡充措置（＊）の恒久化や金利引き下げ等、制度拡充の推進 

＊：「マル経融資」の拡充措置（平成28年３月31日まで） 

・融資金額（1,000万円→2,000万円） 

・融資期間（運転資金：５年→７年、設備資金：７年→10年） 

・据置期間（運転資金：６カ月→１年、設備資金：６カ月→２年） 

○サービス業のうち、特に労働集約的な業種である介護、情報サービス業などについて、平成26

年１月に拡充された娯楽、宿泊業と同様、従業員基準（５人以下）を緩和し、従業員５人超20

人以下の事業者に拡大すること 

○「小規模事業者経営改善資金融資制度（マル経融資）」における創業間もない事業者（創業１

年以上７年以下）に対する金利減免措置の創設[再掲] 

 

④経営指導員の支援力向上に向けた連携体制の構築 

商工会議所の経営指導員が、地域の小規模企業の経営課題の解決にこれまで以上に貢献していく

ためには、地域の枠を超えた経営指導員同士の協力体制や、商工会議所と地域金融機関・大学等と

の連携が有効である。国はこうした連携体制を構築・奨励し、経営指導員の支援力向上を推進され

たい。 

 

⑤補助金などの支援策へのアクセスにおける公平性の確保 

国が講じる事業者向けの補助金は、全国の意欲ある事業者が、地域にかかわらず、公平にチャレ

ンジできることが大前提である。国は、支援策のアクセスにおける公平性の確保について、改めて

認識し、実行されたい。 

 

⑥事業者向け補助事業における十分な公募期間の確保 

事業者向けの補助事業は、事業者が経営課題を洗い出し、事業を見直し、経営計画を策定する有

効なツールであるが、公募期間が短いため、申請機会を逃す事業者が多い。ついては、より多くの

事業者が申請を行えるよう、事業者向けの補助事業における公募期間を十分確保されたい。 
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⑦「施策マップ」の活用促進 

国・都道府県・市区町村が実施する施策の連携・協力促進のため、国の中小企業向けポータルサ

イト「ミラサポ」に構築された「施策マップ」について、情報を拡充するなど一層の充実を図られ

たい。 

 

２．地域中小企業の活動基盤であるまちづくり・社会資本整備の推進 

（１）人口減少下での効果的・機能的なまちづくりの推進 

（主な要望先：内閣府、経済産業省、国土交通省、法務省） 

多くのまちにおいて、医療・福祉・商業などの都市機能が拡散し、居住密度が低下している。今後、

急速な人口減少・高齢化が見込まれる中、持続可能なまちを実現するには、中心市街地などの一定の

場所に都市機能が集まり、その近隣に人々が暮らす、コンパクトシティの形成が不可欠である。こう

した取り組みを加速するため、以下を講じられたい。 

 

①中心市街地における空き地・空き店舗の利活用促進 

中心市街地における空き地・空き店舗は、都市規模に関わらず、多くの地域で問題となっており、

計画的な都市機能の整備や、まちのにぎわい創出の大きな妨げとなっている。 

中心市街地活性化やコンパクトシティ実現に向けた取り組みを加速するため、以下の措置を早急

に講じられたい。 

○地籍整備の促進に向けた地方自治体への支援の拡充（地籍調査関係予算・専門人材派遣の拡充

等） 

○不動産の相続登記や権利登記の促進に向けたインセンティブ措置の創設（一定期間内における

手続費用の無料化等） 

○土地収用法の収用対象事業の拡大（中心市街地活性化法、都市再生特別措置法に基づく事業の

対象への追加） 

○不動産オーナーを巻き込んだエリア再生や定期借地権の活用など、空き地・空き店舗の利活用

促進のためのノウハウの周知、専門人材派遣制度の拡充 

○空き店舗等の解体・改修費用に対する支援の拡充 

○免税手続一括カウンターの設置や高齢者向けの移動販売など、外国人観光客や買物弱者などに

対応しようとする中小商店や商店街等の取り組みへの支援の強化（「地域商業自立促進事業」

の拡充等） 

 

②まちづくりの中核となる人材の確保・育成と推進機関の機能強化 

地域一丸となって、官民協働のまちづくりの取り組みを進めるためには、推進役となる人材、ま

ちづくりの理念を地域に普及させる「中心市街地活性化協議会」、事業主体や権利調整主体となる

「まちづくり会社」等が、各々の機能を 大限に発揮し、三位一体となって取り組むことが不可欠

である。 

ついては、以下を講じられたい。 

○「タウンマネージャー」等の人材育成や、地域のニーズに応じた多様な分野の専門家派遣の仕

組みの拡充（「中心市街地再興戦略事業費補助金」、「まちプロデュース活動支援事業」の拡充

等） 
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○「中心市街地活性化協議会」が継続的に事業を実施するための人的支援の拡充（中心市街地再

興戦略事業費補助金の拡充等）および財政的支援の創設 

○「まちづくり会社」の活動基盤強化に向けた財政的支援（中心市街地再興戦略事業費補助金、

地域商業自立促進事業等）や税制上の優遇措置の拡充 

 

③まちづくりと一体となった地域公共交通網の形成促進 

中心市街地活性化によるコンパクトシティの実現や交流人口の拡大など、まちづくり戦略と一体

となった地域公共交通網の形成を促進するため、財政的支援を拡充されたい。 

 

（２）老朽化・防災対策の推進、観光振興などに資する社会資本の整備 

（主な要望先：国土交通省） 

①老朽化・防災対策の推進と、インバウンド促進や国際競争力強化に向けた交通インフラの整備 

人口減少・高齢化や財政的な制約が厳しさを増す中で、インバウンド促進や国際競争力強化を図

り、持続可能な地域社会をつくるためには、既存の社会資本の有効活用や、都市機能・住居等が集

積した拠点を高規格道路・公共交通網により結びつけた「多極ネットワーク型コンパクトシティ（コ

ンパクト・プラス・ネットワーク）」の形成が不可欠である。その実現に向け、官民の力を結集し

た社会資本整備の一層の促進が必要である。 

ついては、以下を講じられたい。 

○老朽化の進む道路・橋梁、港湾施設等の産業インフラについて、緊急性の高い箇所を優先した

戦略的なメンテナンスによる安全性確保と防災対策の推進 

○多極ネットワーク型コンパクトシティ形成に向けた真に必要な社会資本整備（高規格幹線道路

のミッシングリンク解消、高速道路料金の恒久有料化による更新費用の確保、整備新幹線の工

期短縮化・早期完成、まちづくりと一体となった公的不動産活用、地域公共交通の維持・再生

など）のさらなる促進 

 

②「低価格・シンプル・安定的」かつ「人と物の流れを 適化」する高速道路の料金制度の構築 

重要な産業インフラである高速道路の料金制度については、維持管理・更新コスト等の確保や受

益者負担の観点から、有料制を維持しつつ、料金を高額にしている「償還主義」の廃止や高速道路

会社のコスト削減努力等を通じ、「低価格・シンプル・安定的」かつ「人と物の流れを 適化」す

る持続可能な制度を構築されたい。 

 

⑤ まちづくりと一体となった地域公共交通網の形成促進[再掲] 
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Ⅲ．東日本大震災からの本格復興と福島再生に向けた不断の支援を 

（主な要望先：復興庁、経済産業省、国土交通省、農林水産省、文部科学省、財務省、環境省、金融庁） 

１．平成28年度以降における十分な支援の継続 

今般、平成 28 年度以降５年間の復興事業の財源と枠組みが示された。被災自治体に負担を求めるこ

とによって復興に遅れが生じることのないよう、引き続き、復興交付金や復興特区制度等による十分な

支援を講じられたい。 

 

２．復興加速の基盤となる生活・産業インフラ整備の着実な実施 

被災地の産業復興のためには、その基盤となる道路、港湾等の産業インフラの着実な整備が不可欠で

あることから、以下の措置を講じられたい。 

○復興道路・復興支援道路の全線開通時期の明確化と完成時期の前倒しに向けた支援の拡充 

○JR 路線（山田線、大船渡線、気仙沼線、常磐線）の早期全線復旧に向けた、土地のかさ上げなど原

状復旧以外の費用に対する財政的支援 

○被災港湾等におけるふ頭、荷捌き施設等の早期復旧や防潮堤の整備促進など、物流・防災機能の強

化に向けた支援の拡充 

○商業機能の再生や産業集積の形成、雇用創出等に資する「津波・原子力災害被災地域雇用創出企業

立地補助金」の継続・拡充および交付要件の緩和 

 

３．復旧・復興のステージに応じた中小企業の早期経営再建への支援 

未だ仮設店舗での営業を余儀なくされている事業者や、事業再開を果たしても販路が回復していない

事業者の早期経営再建のため、以下の措置を講じられたい。 

 

①被災事業者の経営基盤強化に向けた支援 

○グループ補助金の継続および新分野事業（新商品開発や従業員確保のための宿舎整備等）への支

援など、復旧・復興の段階に即した支援の着実な実施 

○建設業や水産加工業、運送業等の労働力確保に向けた支援 

・標準建設費の不断の見直し 

・労働者の宿舎整備や人材育成等への支援 

・女性や高齢者を積極的に雇用する事業者への税財政面での優遇措置の創設 

○復興の進展に伴い事業所の移転等を余儀なくされる事業者に対する移転補償費の算定の柔軟化

等の措置 

○事業用地確保に向けた、地権者と企業等とのマッチングの仕組みの活用促進 

○東日本大震災復興支援貸付や小規模事業者経営改善資金震災対応特枠（「災害マル経」）等の被災

中小企業に対する資金繰り支援、産業復興機構や東日本大震災事業者再生支援機構による再生支

援の継続 

 

②被災事業者の販路拡大支援 

○マーケット情勢や地域の消費者ニーズ・商慣習等に精通した流通業界 OB 等の商談会等への継続

的な派遣事業の創設 
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○事業者の規模や商品・サービスの特性に応じた国内外の多様な商談会の開催支援 

○商談会に参加する被災事業者（サプライヤー）および支援者（バイヤー）双方に対する交通費や

宿泊費等の支援の拡充 

○遠隔地への物流手段の確保に向けた、高速道路利用料金の割引等の措置 

○被災地域の農林水産品・加工品に対する輸入規制の早期撤廃に向けた、国内外への安全性に関す

る正確な情報発信の強化 

○事業者の販路回復・拡大や新商品開発等に資する「復興水産加工業販路回復促進事業」「被災地

域企業新事業ハンズオン支援事業」の拡充 

 

③被災中小企業と産業の復興を担う商工会議所への支援 

○商工会議所の建物や設備を復旧・改修等する場合における民間事業者へのグループ補助金と同等

の支援 

○被災地特例として商工会議所会館建設に係る負担金の即時償却、商工会議所に対する寄附金の全

額損金算入 

 

４．福島再生に向けた取り組みの確実な実施と支援の強化 

福島県は、今なお除染・汚染水処理の問題や深刻な風評被害などに直面しており、他の被災地域とは

異なる状況にある。福島の再生なくしては、被災地の復興はないことを改めて認識したうえで、以下の

措置を講じられたい。 

 

①除染や風評被害等に関する具体策の確実な実行 

○国内外に根強く残る風評被害の払拭に向けた、放射線リスクに関する科学的知見の周知、世界水

準を大幅に上回る食品の放射性物質濃度の国内規制値等の見直し 

○国の責任のもとでの早急かつ着実な汚染水処理の実施 

○合理的な目標設定に基づく迅速な除染実施､除染後の地域再生に向けた対策強化 

○地域の合意を前提とした中間貯蔵施設の早期本格稼働、 終処分場の早期設置、国の主体的関与

による早急かつ着実な廃炉の実現 

○中間貯蔵施設への汚染物質搬入に係る安全性の確保と周辺地域への十分な配慮 

 

②避難者の帰還や地域全体の再生に資する取り組みへの支援 

○帰還者向けの住宅整備や住民の健康管理など、住民の生活環境向上や健康不安払拭に資する「福

島再生加速化交付金」の継続・拡充 

○国際廃炉研究拠点の整備やエネルギー関連産業等の集積により産業振興や雇用創出に資する「イ

ノベーション・コースト構想」の推進（各プロジェクトの着実な推進、人や物の効率的な移動を

確保するための交通網・物流網等の整備） 

○商業機能の再生や産業集積の形成、雇用創出等に資する「津波・原子力災害被災地域雇用創出企

業立地補助金」の継続・拡充および交付要件の緩和[再掲] 

 

③原子力損害賠償の確実な実施 

○被災事業者の個々の被害実態に応じた十分な賠償期間の確保およびきめ細かな対応を通じた原
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子力損害賠償の公正かつ着実な実施 

 

 

Ⅳ．2020年オリンピック・パラリンピック東京大会のレガシー創出に向けた、地方と中小企業の 

魅力・技術等の世界への発信を 

１．東北六魂祭の東京開催など地方文化の海外発信による地方へのインバウンド観光客の誘導 

2020年オリンピック・パラリンピック東京大会を見据え、東北をはじめ地方の交流人口を回復・拡大

するため、以下の措置を講じられたい。 

○東北六魂祭の東京開催など、各地の祭やイベント・景勝地・郷土食・地酒等の観光資源の、国を挙

げたプロモーションによる、東北はじめ地方へのインバウンド観光客の誘導 

○防災・震災学習プログラム等の復興ツーリズム等による教育旅行の誘致に向けた取り組みへの支

援、保護者等に対する啓発活動・キャンペーンの展開 

○地域の文化や食等を活かしたグリーンツーリズム、自然環境を活用したスポーツツーリズム等の取

り組みへの支援 

○外国人観光客の受入体制の構築・強化に向けた、無料公衆無線 LAN 環境の整備や多言語案内表示の

普及・整備等への支援強化[再掲] 

 

２．義肢装具の制作技術など中小企業の優れた技術の海外への発信 

2020年オリンピック・パラリンピック東京大会の開催は、わが国が誇る中小企業の優れた技術を世界

に発信する絶好の機会である。アスリートが使用する義肢装具などの開発プロジェクトへの中小企業の

参入機会の確保、中小企業の優れた技術・製品の情報発信等について、国は積極的に支援されたい。 

 

 

Ⅴ．中小企業がわが国の経済発展に果たす役割の検証による中小企業基本法等の見直しを 

わが国が少子・高齢化による本格的な人口減少社会を迎え、労働人口の減少、地域経済の衰退、国内

需要の減少など構造的な課題への対応が急務とされる中で、平成25年に｢小規模企業の事業活動の活性

化のための中小企業基本法等の一部を改正する等の法律（小規模企業活性化法）｣、平成26年に「小規

模企業振興基本法」が制定され、小規模企業に焦点をあてた政策が展開されてきた。 

今後、わが国が持続的に発展していくためには、中小企業基本法の基本理念に定める「我が国経済の

活力の維持及び強化に果たすべき重要な使命を有する」中小企業が、改めてその役割を認識し、地域経

済の中核としてダイナミズムを存分に発揮することが極めて重要である。 

このため、中小企業がわが国の経済発展や地域経済の活性化に果たすべき役割を改めて検証し、生産

性向上、競争力強化などの観点から、中小企業政策の一層の強化に向けた中小企業基本法等の見直しを

検討されたい。 

 

＜中小企業基本法等の見直しに向けた主な検討事項＞ 

○地域における雇用の創出、地域経済活性化の中核を担う、中堅・中小ものづくり企業の強化と中小

サービス業の生産性向上への対応を明記（中堅・中小企業を中核とした企業連携や産学官金連携の
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促進による地域の産業集積の競争力向上、まちづくりと一体となって取り組む商業の振興、中小

サービス事業者が共同で行う事業活動の推進等） 

○中小企業の定義見直し（資本金5,000万円から１億円の小売・サービス業を中小企 業の範囲に加

えること等） 

○中小企業の成長を促進するための税制の適用範囲の拡大（税法上の中小法人の基準 について、中

小企業基本法における中小企業の範囲を念頭に拡大すること等） 

○「中堅企業」（資本金３億円超10億円以下）の成長を後押しする新たな法的環境整 備（中小企業

に適用される支援施策のうち、特に成長を後押しするもの（研究開発、投資促進等）に限って、中

堅企業にも措置すること等） 

○成長を阻害する「負担増」への対応を新たに明記（現行の「租税負担の適正化等」に加え、社会保

険料をはじめとする「公的負担の適正化」について、新たに盛り込むこと等） 

○リーマン・ショックなどの経済危機や東日本大震災などの大規模災害といった非常事態発生時にお

ける、企業の一時的な資金繰りの悪化に対する信用保証協会の保証付融資制度の大幅な増枠、危機

対応融資の発動、被災した中小企業等のグループなどの施設の復旧・整備等に対する補助などの施

策を、中小企業に限らず中堅企業まで含めた幅広い企業を支援対象として迅速に実施できる規定・

仕組みの構築 

 

以 上 

 

 

 

平成 28 年度中小企業・地域活性化施策に関する意見・要望 

＜提出先＞ 

政府、各党 

＜実現状況＞ 

それぞれの要望項目について、以下の措置が講じられた（●＝平成 27 年度補正予算、○＝平成 28 年度予算、

◆＝予算以外の措置） 

 

Ⅰ．経済好循環の原動力である中小企業の活力強化を 

 

１．高付加価値化・生産性向上に挑戦する中小企業の後押し 

(1)中小企業の生産性向上に向けた設備投資・技術開発の促進 

（ⅰ）中小企業の技術力を活かした新製品開発の促進 

①設備投資、技術開発を促す支援策の拡充 

 サポイン事業の継続・拡充（IoT ビジネスにつながる情報処理技術分野への重点支援） 

→○戦略的基盤技術高度化・連携支援事業〔サポイン事業〕 139.7 億円（中小企業庁） 

－IoT に関する研究開発や、IT 利活用による生産性向上をはじめとしたサービス開発を支援 

 「ものづくり・商業・サービス革新補助金」の継続・拡充 



－298－ 

 

→●ものづくり・商業・サービス新展開支援補助金〔ものづくり補助金〕1020.5 億円（中小企業庁） 

－平成 26 年度補正予算額比 0.1 億円増。新たに設備投資を伴わない「小規模型」（補助上限 500 万円）、

IoT 等の設備投資等を支援する「サービス・ものづくり高度生産性向上支援」（補助上限 3,000 万円）

が新設された。なお、平成 27 年度補正予算から、基金事業は廃止され単年度予算事業とされた。 

 SBIR の予算枠の拡充 

→◆平成 28 年度予算における SBIR 予算枠については、６月末頃閣議決定見込み。 

③大学等研究機関や大企業が有する特許の中小企業への提供促進による新製品開発支援 

 大学等研究機関や大企業と、中小企業とのマッチングを支援するコーディネーターの育成 

→◆地域の技術シーズの掘起しや域外からの優れた技術シーズの取込みを行い、地域中核企業等への事業

計画の提案や地域中核企業等との共同研究の組成を行う事業プロデュースチームを地域大学に設置

する。 

 「シーズ活用研究開発事業」の拡充 

→○シーズ発掘・活用事業、シーズ活用研究開発事業 139.7 億円〔サポイン事業〕の内数（中小企業庁） 

④知的財産の取得・維持と戦略的な活用、侵害対策への支援 

→◆平成 28 年度特許料金の一部ならびに商標設定登録料の減免 

→◆中小企業の知財戦略を後押しするため、よろず支援拠点の周知活動を強化。また、よろず支援拠点に

知財相談に対応できる人材を追加配置。 

→◆営業秘密侵害品に係る水際措置の導入について、平成 28 年３月に関税定率法等の一部を改正する法

律が成立。６月施行予定。 

（ⅱ）中小サービス業における商品の高付加価値化、事業の効率化に向けた支援 

①生産性向上に向けたロボットや IT、ビッグデータ等の導入・活用への支援 

 ロボット導入実証事業の拡充 

→○ロボット導入実証事業 23.0 億円（経済産業省）－平成 26 年度補正予算額比 1.0 億円増 

→○ロボット活用型市場化適用技術開発プロジェクト－平成 27 年度予算額と同額 

 サービスの向上や商品仕入れの効率化に向けたビッグデータの活用促進 

→◆経済産業省では、新産業構造部会で IoT・ビッグデータ・人工知能等による変革を踏まえた将来の経

済社会のあるべき姿を検討。 

→◆IoT・ビッグデータ・人工知能時代に対応し、企業・業種の枠を超えて産官学で利活用を促進するため

の組織として、民間主導組織である IoT 推進コンソーシアムを設立。先進的モデル事業推進 WG であ

る IoT 推進ラボでは、企業等から提供された観光ビッグデータを活用したオンライン・アルゴリズム

の開発競争を行うビッグデータ分析コンテストを実施。 

 クラウドコンピューティング、スマートフォン、タブレット端末等 IT の利活用に取り組む中小企業を

対象にした専門家相談・指導の実施体制の整備 

→◆総務省では、地域の活性化を目指し、地域の小・中規模事業者における生産性・収益性の向上を図る

ため、クラウドサービス等の ICT 利活用の普及啓発や ICT 投資を促進する体制として「一般社団法人

クラウド活用・地域 ICT 投資促進協議会」を設立した。 

②サービス産業の生産性向上に向けた諸施策推進 

→◆優れたサービスを有する事業者を表彰する「日本サービス大賞」を創設、平成 28 年４月に表彰式が

開催（経済産業省・サービス産業生産性協議会） 

→◆質の高いサービスを提供する事業者を認証する「おもてなし規格認証制度」は、平成 28 年度中に開
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始予定（経済産業省） 

（ⅲ）中小企業の新陳代謝（新分野進出､廃業等）に対する金融機関の積極的な対応の促進 

①事業拡大に向けたニューマネーの供給 

→○経済産業省関係財投計画（商工中金） 230 億円(継続) 

地域中核企業への新たな融資制度「地域中核企業支援貸付」（商工中金）の創設。 

②官民連携によるリスクマネーの供給 

→◆金融庁平成 27 事務年度金融行政方針において、ゆうちょ銀行等と民間金融機関が連携して地方創生

に貢献する取組み、具体的にはファンド創設等による成長マネー等の供給を促すことが盛り込まれ

た。 

③金融機関の事業再生・経営改善への主体的な取り組みの促進､円滑な廃業に向けた支援 

→◆金融庁平成 27 事務年度金融行政方針において、DDS・債権放棄等の金融支援等、真に実効性のある抜

本的な事業再生支援、REVIC が有する機能（経営者保証付債権の買取り等）の積極的な活用を促すこ

とが盛り込まれた。 

④民間金融機関における「経営者保証ガイドライン」に沿った融資の一層の促進 

→○中小企業・小規模事業者ワンストップ総合支援事業 54.7 億円(継続) 

経営者保証に関するガイドラインのセミナー開催、専門家派遣等の周知・普及活動等を措置。 

⑤資金繰りへの万全な対策 

→●○きめ細やかな資金繰り支援 966.2 億円(継続) 

政策金融・信用保証制度による中小企業・小規模事業者に対する資金供給の円滑化に対応。 

⑥自治体の損失補償付制度融資等における求償権放棄等に係る対応 

→◆政府は、内閣府、金融庁、総務省、中小企業庁の連名で、都道府県知事に対し、条例整備等に係る協

力依頼文書を発出した。 

⑦信用保証制度のあり方に係る検討 

→◆中小企業政策審議会金融ワーキンググループの「中小企業・小規模事業者の発展に資する持続可能な

信用補完制度の確立に向けて中間整理（論点整理と方向性）」において、日商の意見を織り込んだ内

容がとりまとめられた。 

⑧ゆうちょ銀行の預入限度額見直しへの慎重な対応 

→◆郵政民営化委員会は、ゆうちょ銀行の預入限度額見直しについて、自民党提言（1,000 万円から 2,000

万円への引上げ）等があるなか、地域金融機関等への影響を考慮し、1,300 万円への引上げを行うこと

とし、平成 28 年４月より改正された。 

⑨バーゼル規制など国際的な規制強化への適切な対応 

→◆政府は、バーゼル銀行監督委員会における中小企業向け事業融資の信用リスクの評価手法について、

関係機関と連携して同委員会に働きかけ、今後の検討について、日商の意見に沿った内容の方向性が

得られた。 

 

(2)国内外の販路開拓支援の強化 

（ⅰ）地域資源や中小企業の優れた技術を活用した製品・サービスの販路開拓支援 

①地域資源を活用した製品・サービスの販路開拓支援 

→●○ふるさと名物応援事業 補 30 億円＋10 億円（継続） 

地域資源活用、農商工連携計画に基づく事業等への支援、JAPAN ブランド育成等に向けた事業などへ
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の予算が講じられた。 

②中小企業の優れた技術・製品の販路開拓支援 

→◆中小企業の優れた技術・製品と国内大手企業などとのマッチングを支援するため、開設されたウェブ

サイト「J-GoodTech」の利用実績（平成 28 年１月末現在） 

ニーズ発信件数 324 件、発信先企業数述べ 22,325 件、中小企業からの提案数 742 件、マッチング（商

談）件数 322 件 

（ⅱ）海外市場の獲得に向けた販路開拓支援 

①海外への販路開拓支援の継続・拡充 

→●海外展開戦略等支援事業：59.9 億円（「新輸出大国コンソーシアム」関連）（新規） 

→●○中小企業・小規模事業者海外展開戦略支援事業：34.3 億円（H27 補正＋H28 当初） 

→国内外展示会・商談会への出展等の支援 

→「中小企業海外展開現地支援プラットフォーム」（ジェトロが設置）の機能強化 

②ODA における中小企業の活用推進等 

→●わが国企業及び地方自治体の海外展開支援事業 25 億円（ODA 関連「TPP 対策｣223 億円の内数） 

→○ODA 予算 4,342 億円 27 年度当初予算比+104 億円（2.4％増） 

→○中小企業製品・技術と ODA のマッチング事業 【28 年度予算：1490.5 億円の内数】（継続） 

③海外日本企業のビジネス環境整備に向けた民間活動への支援の推進 

→○昨年度に引き続き「新興国市場開拓等事業費補助金（ロビイング活動支援事業）」について、４カ国４

地域（中国・北京、インド・チェンナイ、ブラジル・サンパウロ、メキシコ・メキシコシティ）に応

募し、採択された。平成 26 年度にチェンナイ日本商工会、ブラジル日本商工会議所、中国日本商会

へ各１名派遣した専任職員については、引き続き、赴任を継続し、現地での事業に従事する。 

④中小・中堅企業の海外展開に資する、TPP などの広域経済連携協定の早期締結 

→◆日本を含む交渉参加 12 ヵ国により TPP 協定が大筋合意（10月）、平成 28年２月に署名 

→●TPP 関連対策 3,122 億円（農林水産省）＋2,156.9 億円（経済産業省） 

⑤知的財産の取得・維持と戦略的な活用、侵害対策への支援[再掲] 

→◆平成 28 年度特許料金の一部ならびに商標設定登録料の減免 

→◆中小企業の知財戦略を後押しするため、よろず支援拠点の周知活動を強化。また、よろず支援拠点に

知財相談に対応できる人材を追加配置。 

→◆営業秘密侵害品に係る水際措置の導入について、平成 28 年３月に関税定率法等の一部を改正する法

律が成立。６月施行予定。 

 

(3)中小企業の人材確保とわが国の労働力不足への対応 

①中小企業の人材確保への支援 

→○中小企業・小規模事業者人材対策事業 18.1 億円（経済産業省）－平成 27 年度予算額比 2.0 億円増 

→○職場定着支援助成金、両立支援等助成金 138.3 億円（厚生労働省）－平成 27 年度予算額比 28.1 億

円増 

→○職場定着支援助成金において、平成 28 年より介護関連事業主が介護福祉機器等を導入・運用計画を

策定した際の助成を新たに設定 

→◆９月 11 日、若者雇用促進法が成立し、ジョブ・カードが同法において明記され、より一層の普及・拡

大を目的に PR を強化するとされた。 
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→◆平成 28 年３月 29 日 改正高年齢者雇用安定法が成立（雇用保険等の一部を改正する法律案に内包）

し、シルバー人材センターの要件（臨時的・短期的又は軽易な業務）を、労働者派遣、職業紹介業務

については緩和（現行週 20 時間以下から週 40 時間まで拡大）された。 

→◆12 月７日 大学等の新卒採用に関し、経団連で定める「採用選考に関する指針」が改定され、採用選

考活動時期が２ヶ月前倒し（６月～）された。 

→◆普通自動車第二種免許の受験資格の要件緩和については、平成 27 年 11 月 10 日、平成 28 年１月 27

日の規制改革会議投資促進等 WG のヒアリングに当所が呼ばれ、要望の背景、内容等を意見陳述。引

き続き検討中。 

→◆専任技術者の設置基準については、建設業法施行令が改正され、平成 28 年６月１日より、専任技術

者の配置が必要とされる請負代金が 2,500 万円から 3,500 万円（建築一式工事の場合は 5,000 万円か

ら 7,000 万円）に引き上げられた。 

→◆「１級施工管理技士」の受検資格の実務経験年数要件については、平成 27 年度試験より、実務経験

として認められる範囲を受験申込日の前日から受験日の前日までに拡大。 大半年程度の早期受検が

可能になった。 

②当面の労働力人口の確保に向けた環境整備と制度の見直し 

→◆女性活躍推進法が施行(８月）したことに伴い、策定が義務付けられた行動計画（従業員 300 以下の

企業は努力義務）に対し、優良な取組を認定するマーク「えるぼし」を策定した。平成 28 年４月１日

から実施され、 取組度合に応じて３段階の認定を設けている。 

 

２．中小企業の収益力向上を妨げるコスト負担の軽減 

(1)消費税、原材料価格等の適正・円滑な価格転嫁と中小企業の仕事確保等事業環境整備の推進 

①原材料価格等の円滑な価格転嫁を図るための「転嫁対策パッケージ」の一層の推進 

→◆下請法に基づく指導件数は、平成 27 年度上期は 3,363 件（前年同期比 104.2％)、年度間でも前年度

を上回る見通し。 

→◆中小企業庁は、「下請適正取引等の推進のためのガイドライン」（概要及びベストプラクティス）をと

りまとめ、留意すべき取引事例や望ましい下請取引等の事例を掲載し、周知を図った。 

→◆中小企業庁は、大企業・下請中小企業の双方に対するアンケート調査を実施し、関係府省庁連絡会議

に報告、今後の下請取引の適正化に向け活用する。 

②消費税率引き上げに伴う価格転嫁対策の徹底 

→○消費税転嫁状況監視・検査体制強化等事業 32.1 億円（継続） 

消費税転嫁対策特別措置法に基づく違反行為等の情報収集、調査を行うための転嫁Ｇメン（転嫁対策

調査官）の配置等 

→●消費税軽減税率対策窓口相談等事業 170.0 億円（新規） 

－商工会議所等による、価格転嫁や経営力向上に関する講習会の開催、相談窓口の設置、専門家派遣等

に予算が講じられた。 

（予備費）消費税軽減税率対策補助金 995.8 億円（新規） 

－消費税軽減税率制度の導入に伴い、複数税率に対応した区分経理等を行う必要のある事業者に対し

て、レジ導入や受発注システムの改修費等を支援。 

③中小企業の官公需受注機会の確保と確実な実行・推進 

→◆平成 27 年度中小企業者に関する国等の契約の方針」において、中小企業・小規模事業者向け契約目
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標額は 3 兆 9,568 億円、同契約目標率は 54.7％（昨年度実績比 1.9％増）とされた。平成 26 年度の

中小企業・小規模事業者向け契約実績額は、3兆 9,811 億円、52.8％。 

⑤「中小企業の会計に関する基本要領（中小会計要領）」の普及・推進 

→◆経済産業省は、中小企業が会計を活用して経営課題を可視化するとともに、課題解決に向けた取り組

み 

⑥経営力向上につながる専門家相談・派遣の拡充 

→●○中小企業・小規模事業者ワンストップ総合支援事業 補正 5.0 億円+当初 54.7 億円の内数 

－中小企業・小規模事業者への専門家派遣事業（年間３回まで無料）の予算が、平成 27 年度に引き続

き講じられた。 

 

(2)電力コスト、社会保険料負担の軽減等 

（ⅰ）電力コストの軽減 

①「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」の早期抜本的見直し 

→「中長期的なエネルギーミックス策定に向けた基本的考え方」実現状況を参照 

②安全が確認された原子力発電の順次速やかな運転再開 

→「中長期的なエネルギーミックス策定に向けた基本的考え方」実現状況を参照 

③中小企業の省エネ支援策の拡充 

→●中小企業等の省エネ・生産性革命投資促進事業 442.0 億円 

－７月に策定された「エネルギーミックス（長期エネルギー需給見通し）」を実現するため、産業・業務

用の設備を対象に、より高効率な省エネ設備への更新を支援する制度が創設された。また、導入する

設備単位ごとの省エネ効果等で簡易に申請が行えるよう、制度の改善も図られた。 

→○エネルギー使用合理化等事業者支援補助金 515.0 億円 

平成 27 年度予算額比 105.0 億円増。工場・事業場における既設設備・システムの入替、製造プロセ

スの改善等に向けた改修による省エネや電力ピーク対策・事業者間の省エネ対策を行う際に必要とな

る費用を補助。 

→○省エネルギー対策導入促進事業費補助金 7.5 億円 

－平成 27 年度予算額比 2.0 億円増。中小・中堅事業者等に対し、省エネ・節電ポテンシャルの診断等

を実施。また、各地域できめ細かな省エネ相談を実施する「省エネルギー相談地域プラットフォーム」

を構築。 

→○エネルギー使用合理化特定設備等導入促進事業費補助金 27.0 億円 

－平成 27 年度予算額比 0.9 億円増。省エネ設備等の導入やトップランナー制度対象製品の設置等を促

進するため、民間金融機関等から融資を受ける事業者に対し、利子補給を実施。地域金融機関等との

連携を強化し、省エネを積極的に取り組む地域の中小・中堅事業者等の省エネ投資を後押し。 

（ⅱ）社会保険料および税負担の軽減等 

①社会保障給付の重点化・効率化の徹底・加速､被用者保険から高齢者医療への過大な拠出金負担の軽減 

→◆年金改定ルールの見直しなどが盛り込まれた年金改革法案が国会提出（成立は見送られる見通し）。

医療、介護については、進展なし 

②国際競争力強化のための法人税率の引き下げ 

→◆平成 28 年度税制改正大綱において、28 年度に 29.97％（▲1.36％）、30 年度に 29.74％（▲0.23％）

へ引き下げることとされ、20％台への引下げが前倒しで実現した。 
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③外形標準課税の中小企業への適用拡大等は断固反対 

→◆平成 28 年度税制改正大綱において、外形標準課税の見直しにより税負担が増加する企業に対し、一

定の負担軽減策が措置された。 

④複数税率・インボイスは導入すべきでない 

→◆平成 28 年度税制改正大綱において、軽減税率制度の導入後３年以内を目途に検証を行い、適格請求

書等保存方式（インボイス制度）を導入しないことも含めた、必要な措置を講ずることとされた。 

（ⅲ）中小企業のマイナンバー制度等への円滑かつ適切な対応に向けた支援 

→◆内閣府と連携して中小企業向け冊子を作成し、各地商工会議所を通じて 17 万部配布 

→◆中小企業庁が作成したガイドブックを、各地商工会議所を通じて 20 万部配布 

（ⅳ）中小企業におけるサイバーセキュリティ対策への支援の強化 

→●国民・企業のサイバーセキュリティ対策加速化事業 4.5 億円 

独立行政法人情報処理推進機構（IPA）が、安全確保のための体制構築・人材確保を加速するため、

①近時の標的型攻撃対策の分析と対処マニュアルの策定等、②セキュリティを担う IT 人材の育成・

確保のための知識・技術習得プログラムの構築等、③ホワイトハッカーの育成を行う。 

→●独法等の監視に係るシステム構築事業 74.9 億円 

独立行政法人情報処理推進機構（IPA）が、監視センターを構築し、独法等の情報システムの監視を

行い、対処・警戒態勢の強化を図る。 

 

Ⅱ．地方創生の中核を担う中小企業の活動基盤の強化を 

 

１．創業や事業承継の加速、地域資源を活用した地域の産業創出 

(1)創業､事業承継の加速 

（ⅰ）創業支援 

①創業支援策の安定的・継続的な実施 

→○創業促進支援事業 当初 8.5 億円の内数（継続） 

－創業・第二創業補助金 

・計画に基づき、「特定創業支援事業」を受け創業を目指す場合、申請可能（平成 28 年度予算案から

要件追加） 

－創業支援事業者補助金 

－地域創業促進委託事業（創業スクール事業） 

・業種別コースの新設 

→◆認定市町村で創業する者等のメリットについて、平成 28 年度税制改正により、登録免許税の減免対

象が拡充 

－株式会社だけでなく、合名・合資・合同会社設立時の登録免許税も追加 

－創業後５年未満の個人が会社を設立登記する場合追加 

 

③創業手続のワンストップ化の推進 

→◆４月に港区赤坂に「東京開業ワンストップセンター」が開設（外国語相談への対応が可能で、日本で

開業を目指す外国人を支援）。また、公証人が行う定款の認証について、特区内に設置する「ワンス

トップセンター」で行うことが可能であることを明確化する改正国家戦略特区法が成立・施行されて
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いる。 

④創業希望者を増やすための取り組みへの支援 

→○将来のあり方・生き方を主体的に考えられる若者を育むキャリア教育推進事業 31 百万円 

－小・中学校等における企業体験推進事業（新規） 

チャレンジ精神等の「企業家精神」や判断力・実行力、リーダーシップ等の「企業家的資質・能力」

を養うため、小・中学校において企業体験をサポートする外部講師と連携し、学校が自立して企業体

験を行うモデルを構築し、それを全国に普及させる。 

→○地（知）の拠点大学による地方創生推進事業（継続） 

⑥創業時の負担軽減（税、社会保険料） 

→◆平成 28 年度税制改正大綱において、登録免許税の税率軽減措置を２年延長することとされた。 

（ⅱ）事業承継支援 

①「事業引継ぎ支援センター」による M&A の促進、後継者不在の事業者と創業希望者とのマッチング 

→○中小企業の事業承継・事業再生支援 58.4 億円(継続) 

全国 47 都道府県に設置される事業引継ぎ支援センター（うち 31 カ所は商工会議所が設置主体）にお

いて、事業承継についての相談や後継者不在の事業者へのマッチング等の支援を措置。 

②事業承継を契機とした事業の見直し・経営革新の取り組み促進 

→○創業支援事業者補助金 当初 8.5 億円の内数（継続） 

－「創業・第二創業補助金」が申請可能（平成 28 年度予算案から要件追加） 

 （計画に基づき、「特定創業支援事業」を受け創業を目指す場合） 

→◆金融庁 27 事務年度金融行政方針において、取引先に対し、財務面だけでなく、売上増加や事業承継

等の様々な経営課題の解決に資する融資やコンサルティングのタイムリーな提供を行うよう盛り込

まれた。 

 

(2)地域資源を活用した産業の創出 

（ⅰ）農林水産資源をはじめとする地域資源の活用促進 

①農商工連携・６次産業化などによる農林水産資源の活用促進 

→●○Ⅰ．１．（２）（ⅰ）① ふるさと名物応援事業 参照 

→◆国土交通省は、平成 28 年３月および４月に、CLT を用いた建築物の一般的な設計法等に関して、建築

基準法に基づく告示を公布・施行した。今後は、告示に基づく構造計算等を行うことにより、大臣認

定を個別に受けることなく、建築確認により建築が可能となる。 

→◆８月に決定された「新国立競技場の整備計画」に、「特に配慮すべき事項」として「木材の活用を図

る」ことが掲げられるとともに、同競技場の要求水準書に「木材利用の促進を図り、製材、CLT 等の

集成材、合板等の木材を可能な限り利用する」ことが明記された。同競技場を含む関連施設等への木

材利用の推進に関し、10 月に「2020 年東京オリンピック・パラリンピック競技大会における木材利

用等に関するワーキングチーム」が設置され、具体的検討が行われている。 

②農林水産物など地域資源を活用した商品・サービスの販路開拓支援の拡充[再掲] 

→●○Ⅰ．１．（２）（ⅰ）① ふるさと名物応援事業 参照 

（ⅱ）観光産業の育成 

①地方公共団体と地域の事業者が一体となって取り組む観光商品開発への支援の拡充 

→○地域資源を活用した観光地魅力創造事業 3.3 億円（継続）※27 年度予算 2.9 億円（1.17％増） 
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→◆平成 28 年３月に策定・公表された政府の観光ビジョン、平成 28 年５月に取りまとめられた「観光ビ

ジョンの実現に向けたアクション・プログラム 2016」において「魅力ある公的施設・インフラの大胆

な公開・開放」が明記された（公用・公共用施設や公用地等の観光振興への活用の促進） 

②地方都市におけるインバウンド促進に向けた受入環境の整備等 

→○訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業 80 億円（新規） 

→○出入国審査手続の円滑化・迅速化 15.5 億円（継続）※27年度予算 5.8 億円（167％増） 

→○首都圏空港の機能強化 547 億円（継続）※27年度予算 336 億円（62％増） 

→○訪日外国人旅行者の受入環境整備等による地域の活性化（関西空港、中部空港、一般空港等） 

  914 億円(継続)※27 年度予算 829 億円（10％増） 

→○戦略的訪日プロモーション 92.8 億円（継続）※27 年度予算 78.3 億円（18％増） 

→●地方誘客のための緊急訪日プロモーション 4.1 億円 

→◆平成 28 年３月に策定・公表された政府の観光ビジョン、平成 28 年５月に取りまとめられた「観光ビ

ジョンの実現に向けたアクション・プログラム 2016」において「ビザの戦略的緩和」が明記された 

③観光関連産業の育成・強化に向けた規制緩和等 

→◆平成 28 年３月に策定・公表された政府の観光ビジョン、平成 28 年５月に取りまとめられた「観光ビ

ジョンの実現に向けたアクション・プログラム 2016」において「観光関係の規制・制度の全般的な見

直し」が明記された 

（ⅲ）地熱やバイオマスなど地域固有のエネルギーを活用した実証発電プロジェクトと関連ビジネスの拡充 

→○地熱資源開発調査事業費補助金 100 億円 

－27 年度予算額比 20.0 億円増。地熱発電は自然条件によらず安定的な発電が可能なベースロード電源

であり、国内に豊富な資源量を有する一方で、地質情報が限られており事業リスクも高いことから、

地表調査や掘削調査等の初期調査に対して、大規模案件を中心に支援。 

→○水力発電事業化促進事業費補助金 10.5 億円 

－民間事業者等による新規開発地点における流量調査等により事業化への支援を行うとともに、技術者

育成、技術情報の収集等を通じて、ベースロード電源である水力発電の 大限導入を支援。 

→○再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金 48.5 億円 

－地域における再生可能エネルギー利用の拡大を図るため、民間事業者が実施する、木質バイオマスや

地中熱、雪氷熱等を利用した熱利用設備や、木質バイオマス・太陽光等の発電システム、蓄電池の導

入に対して補助。 

→○地産地消型再生可能エネルギー面的利用等推進事業費補助金 45 億円 

－再生可能エネルギーなど地域分散型エネルギーを複数施設にまたがって融通・利用する地産地消型エ

ネルギーシステムの構築を推進するため、事業化可能性調査や事業計画策定等の実施事業者を支援。 

（ⅴ）多様な主体と連携した地方版総合戦略の策定・実行に向けた後押し 

②少子化対策、交流人口拡大に向けた地域の取り組みへの支援等 

→●平成 27 年度地域少子化対策重点推進交付金（旧地域少子化対策強化交付金）25 億円 

対象事業として「適切な出会いの機会の創出」が盛り込まれ、他の結婚支援の取り組みと有機的に連

携することで、全体として高い効果が見込まれるものであれば、婚活事業等も補助対象となった。 

 

(3)中小企業のイノベーションを後押しする新たな産業集積の促進 

①地域の中堅・中小企業グループが連携して取り組む、成長分野への参入事業の支援 
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→○地域中核企業創出・支援事業 20.5 億円の内数（継続） 

②国内の産業集積地と海外の産業集積地との交流・販路開拓への支援の拡充 

→◆｢地域間交流支援事業（RIT 事業）｣単体での予算は非公表。但し、年々新規採択件数は増加傾向（ニー

ズ増） 

 

(4)小規模企業の経営力向上と､商工会議所を中核とした支援体制整備の推進 

①小規模企業の経営計画策定・実行支援の充実 

→●小規模事業者持続化補助金 70 億円〔小規模事業者支援パッケージ事業の一部〕 

－補助上限額（通常 50 万円）が 100 万円上限に引き上がるケースとして、「海外展開の取り組み」が追

加された。 

②「経営発達支援計画」を実行する商工会議所への予算の拡充 

→○伴走型小規模事業者支援推進事業 32.7 億円－27 年度予算額比 4.7 億円増。 

③「小規模事業者経営改善資金融資制度（マル経融資）」のさらなる拡充 

→○小規模事業者経営改善資金融資事業(マル経融資) 40 億円(継続) 

現在講じられている拡充措置（融資金額、融資期間、据置期間）は継続。 

⑤補助金などの支援策へのアクセスにおける公平性の確保 

→●小規模事業者持続化補助金 70 億円〔小規模事業者支援パッケージ事業の一部〕について、商工会議

所地区・商工会地区の事業者間の格差が是正された。 

⑦「施策マップ」の活用促進 

→◆「施策マップ」には、10 府省庁、335 自治体の中小企業施策が登録されている（平成 28 年５月現在） 

 

２．地域中小企業の活動基盤であるまちづくり・社会資本整備の推進 

(1)人口減少下での効果的・機能的なまちづくりの推進 

①中心市街地における空き地・空き店舗の利活用促進 

→○民間まちづくり活動促進・普及啓発事業 0.8 億円 

・民間まちづくり事業に取り組もうとする者への普及啓発やまちづくり会社等の民間の担い手が主体と

なった施設整備等を支援。 

→◆空き地・空き店舗を有効活用するための市町村・まちづくり団体と土地所有者の協定制度の創設等を

盛り込んだ都市再生特別措置法の改正案が成立見込。 

②まちづくりの中核となる人材の確保・育成と推進機関の機能強化 

→●商店街・まちなかインバウンド促進支援事業 10 億円 

・地域の商業機能やコミュニティ機能を担う商店街・まちなかにおいて、外国人観光客による買物需要

等を取り込むための取組を行うまちづくり会社等を支援。 

→○地域・まちなか商業活性化支援事業 20.3 億円（29 億円） 

・コンパクトシティ形成に向けた施設整備や商店街における顧客サービス向上のための取り組み等を支

援。 

③まちづくりと一体となった地域公共交通網の形成促進 

→○公共交通ネットワークの再構築［271 億円（291 億円）］ 

・観光施策等と連携した地域公共交通ネットワークの充実・再編等の取組（LRT 整備、地域交通事業者

の設備更新等）を支援 
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(2)老朽化・防災対策の推進、観光振興などに資する社会資本の整備 

①老朽化・防災対策の推進と、インバウンド促進や国際競争力強化に向けた交通インフラの整備 

→●災害復旧・防災減災事業への対応 3,611 億円 

・公共土木施設等の災害復旧や河川・道路・港湾・空港等の緊急防災事業 

→○公共事業関係費（災害復旧等） 534 億円 

②「低価格・シンプル・安定的」かつ「人と物の流れを 適化」する高速道路の料金制度の構築 

→◆首都圏における新たな高速道路料金制度の導入 

・平成 28 年４月１日より、首都圏において新たな高速道路料金制度が導入。これにより、対距離制を

基本とした料金体系へ整理・統一されるとともに、起終点を基本とした継ぎ目のない料金制度が実現。 

→◆近畿圏における新たな高速道路料金制度の導入に向けた検討 

・社会資本整備審議会国土幹線道路部会において、近畿圏における高速道路料金制度等に関する調査審

議が開始。 

 

Ⅲ．東日本大震災からの本格復興と福島再生に向けた不断の支援を 

 

１．平成 28 年度以降における十分な支援の継続 

→○平成 28 年度以降５年間の復旧・復興事業の規模と財源に関する方針を決定 

・政府は、６月 30 日に「平成 28 年度以降５年間を含む復興期間の復旧・復興事業の規模と財源につい

て」を閣議決定。平成 28 年度から平成 32 年度における復興事業費を 6.5 兆円（復興期間 10 年間の

合計 32 兆円）と見込むとともに、その財源として税外収入（0.8 兆円程度）や一般会計からの繰入れ

（2.4 兆円程度）等により確保することを明記。 

 

２．復興加速の基盤となる生活・産業インフラ整備の着実な実施 

→○被災者生活再建支援金補助金 189 億円 

・住宅が全壊、大規模半壊等の一定の要件に該当した被災世帯を対象に基礎支援金（ 高 100 万円）、

加算支援金（ 高 200 万円）を支給。 

→○被災者支援総合交付金 220 億円 

・被災者支援の取り組みを一体的に支援するとともに、復興の進展によって生じる「住宅・生活再建の

相談支援」や「心の復興」等の課題に対応するため、関連事業の統合や、支援メニューの追加により、

交付金を大幅に拡充。 

→○復興道路・復興支援道路の整備等 2,376 億円 

・三陸沿岸地域の１日も早い復興を図るためのリーディングプロジェクトとして、三陸沿岸道路等の復

興道路、復興支援道路の整備等を推進。 

→○社会資本整備総合交付金（復興） 1,054 億円 

・地方公共団体が作成した社会資本総合整備計画（復興分）に基づき、政策目的実現のための基幹的な

社会資本整備事業のほか、関連する社会資本整備等を総合的・一体的に支援。 

→○災害復旧事業 5,093 億円 

・東日本大震災で被災した海岸堤防、農地・農業用施設、上水道、学校等の復旧を引き続き重点的に推

進。 
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３．復旧・復興のステージに応じた中小企業の早期経営再建への支援 

①被災事業者の経営基盤強化に向けた支援 

→●産業・生業（なりわい）の再生５億円 

・（観光産業）インバウンド対策に取り組むとともに、交流拡大に向けたモデル事業を実施、（水産加工

業）輸出拡大等に向けたモデル事業を実施 

→●原子力災害による被災事業者の支援事業 228 億円 

・官民合同チームによる個別訪問結果を受け、被災事業者の事業再開等や帰還後の生活の再構築を支援 

→○中小企業組合等共同施設等災害復旧事業 290 億円 

・岩手県、宮城県、福島県の津波浸水地域及び福島県の避難指示区域等を対象に、被災中小企業者等の

施設復旧等を支援。なお、従前の施設等の復旧では売上回復等が困難な場合には、これに代えて、新

分野需要開拓等を見据えた新たな取組（新商品・サービスの開発等）を引き続き支援。 

→○原子力災害による被災事業者の自立支援事業 ＜新規＞ 13 億円 

・官民合同チームの活動結果を受け、人材マッチング、６次産業化等に向けた事業者間マッチング、商

工会議所等の広域連携等を支援。 

→○事業復興型雇用創出事業 41 億円 

・被災地の安定的な雇用の創出を行うため、雇用のミスマッチ分野等の中小企業に対して産業政策と一

体となった雇用支援 

②被災事業者の販路拡大支援 

→○復興水産加工業等販路回復促進事業 18 億円（継続） 

被災地の水産加工業の販路回復のための個別指導、セミナー等の開催、加工機器の整備等を支援。 

→○被災地域企業新事業ハンズオン支援事業 

被災３県の中小企業・小規模事業者等が実施する新商品開発、販路拡大、既存商品の付加価値化、生

産効率化等の新たな取り組み（新事業）を支援。 

③被災中小企業と産業の復興を担う商工会議所への支援 

→○原子力災害による被災事業者の自立支援事業 ＜新規＞ 13 億円【再掲】 

・官民合同チームの活動結果を受け、人材マッチング、６次産業化等に向けた事業者間マッチング、商

工会議所等の広域連携等を支援。 

 

４．福島再生に向けた取り組みの確実な実施と支援の強化 

①除染や風評被害等に関する具体策の確実な実行 

→●除染の加速 783 億円 

・放射性物質により汚染された土壌等の除染を加速 

→○原子力災害対応雇用支援事業＜新規＞ 42 億円 

・福島県における風評被害対策その他の原子力事故災害特有の課題に対応するとともに、被災者に対し

て短期の就業機会を創出。 

→○風評被害対策 17 億円 

・福島県農産物等の正しい理解の促進やブランド力の回復のための PR 等を行う風評被害対策を支援。 

→○放射性物質により汚染された土壌等の除染 5,249 億円 

放射性物質汚染対処特措法に基づき、国直轄の除染等を実施するとともに、市町村等が実施する除染

等を支援。 
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→○放射性物質汚染廃棄物処理事業等 2,140 億円 

福島県の汚染廃棄物対策地域内の廃棄物およびその他の県も含めた放射性物質に汚染された指定廃

棄物について国の責任において処理を着実に推進するとともに、市町村等が行う稲わら、牧草等の農

林業系廃棄物処理を支援。 

②避難者の帰還や地域全体の再生に資する取り組みへの支援 

→○自立・帰還支援雇用創出企業立地補助金＜新規＞ 320 億円 

・津波・原子力災害被災地域雇用創出企業立地補助金の申請期間等を延長するとともに、自立・帰還を

加速するために新たな企業立地補助金を創設。 

→○イノベーション・コースト構想関連事業 ＜新規＞ 145 億円 

・ロボットテストフィールド、共同利用施設（ロボット技術開発等関連）及び水産試験研究拠点の整備

のほか、浜通りの地域振興に資する実用化開発等を支援。 

→○福島再生加速化交付金 1,012 億円 

・自治体等に対して「長期避難者への支援から早期帰還への対応まで」の施策を一括して支援すること

により、福島の再生を加速。 

③原子力損害賠償の確実な実施 

→◆与党で取りまとめられた「東日本大震災 復興加速化のための第５次提言」（５月）で、27・28 年度

を特に集中的に事業者の自立支援施策の展開を図る期間と位置付け、東京電力が営業損害・風評被害

への賠償を適切に対応し、国の支援展開に協力するよう、平成 29 年度以後は個別事情を踏まえて適

切に対応するよう、国が然るべき指導をすべきとの提言が盛り込まれた。これを受け、政府が６月に

決定した「原子力災害からの福島復興の加速に向けて」の改訂版でも、政府として東京電力を指導す

る方針が明記された。 

→◆与党で取りまとめられた『「東日本大震災 復興・創生期間」のスタートに向けた決意 

－オリンピック・パラリンピック東京大会までに－』（平成 28 年３月）で、原子力損害賠償問題につい

ては「丁寧に対応していく」と明記された。 

 

Ⅳ．2020 年オリンピック・パラリンピック東京大会のレガシー創出に向けた、 

地方と中小企業の魅力・技術等の世界への発信を 

 

１．東北六魂祭の東京開催など地方文化の海外発信による地方へのインバウンド観光客の誘導 

→○Ⅱ．１．（２）（ⅱ）② 地方都市におけるインバウンド促進に向けた受入環境の整備等 参照 

→○テーマ別観光による地方誘客事業 0.7 億円（新規） 

→◆平成 28 年３月に策定・公表された政府の観光ビジョン、平成 28 年５月に取りまとめられた「観光ビ

ジョンの実現に向けたアクション・プログラム 2016」において「訪日教育旅行の活性化」が明記され

た 

 

２．義肢装具の制作技術など中小企業の優れた技術の海外への発信 

→◆東京都において「中小企業世界発信プロジェクト 2020」が立ち上がり、オリンピック・パラリンピッ

ク等を契機とする中小企業の中長期的な受注機会の拡大や販路開拓、新製品・新サービスの開発促進

などが期待される 
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Ⅴ．中小企業がわが国の経済発展に果たす役割の検証による中小企業基本法等の見直しを 

 

＜中小企業基本法等の見直しに向けた主な検討事項＞ 

 「中堅企業」（資本金３億円超 10 億円以下）の成長を後押しする新たな法的環境整備 

→◆中小企業等経営強化法の政令において、資本金 10 億円以下、または従業員数 2,000 以下を中堅企業

と位置づける見込み。 
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今後の郵政民営化の推進の在り方に対する意見 

 

平成27年７月29日 

日本商工会議所  

 

日本商工会議所は、郵政民営化のなかでも特に、ゆうちょ銀行が行う金融業務について、地方創生や地

域経済への影響が考えられることから、次のとおり意見を申し述べる。 

当所の意見が今後の調査審議の議論の一助となり、 終的により良い企業グループとなるよう心から期

待するものである。 

 

１．地域金融機関の金融仲介機能への影響 

報道によれば、ゆうちょ銀行の預入限度見直しが検討されているとのことであるが、これについては、

地域の住民の利便性向上につながるものの、他方、民間金融機関とりわけ地域金融機関の預金や顧客基

盤の流出による地域金融システムへの甚大な影響が懸念され、中小企業・小規模事業者への金融仲介機

能および地方創生に悪影響を及ぼしかねない。現下のわが国経済の喫緊の課題である中小企業・小規模

事業者の活力強化と地方創生の取り組みが大きく損なわれることがないよう、慎重に対応する必要があ

る。 

 

２．地域金融機関との協業の一層の強化 

郵政民営化に求められる目的は、ゆうちょ銀行と地域金融機関がそれぞれの機能や経営基盤を活かし

つつ互いが共存し、地方創生への貢献を果たしていくことである。地銀や信用金庫が設立した地域ファ

ンドにゆうちょ銀行が資金供給を検討する案もその一環と捉えられる。地域金融機関との公正な競争条

件を確保したうえで、こうした地域経済の活性化に役立つ取り組みを促す措置を講じる検討を行いつ

つ、協業の一層の強化を図るべきである。 

以 上 

 

 

 

今後の郵政民営化の推進の在り方に対する意見 

＜提出先＞ 

郵政民営化委員会 

＜実現状況＞ 

◆７月 29 日に意見書は受け付けられた（当所を含め、1,395 の機関等から提出れた模様）。 

慎重な審議の結果、ゆうちょ銀行の預入限度額を 1,000 万円から 1,300 万円へ、かんぽ生命保険における

通経制度について、保険金額に不算入とする限度額を 300 万円から 1,000 万円へそれぞれ引き上げる方向

性が示された。 
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平成27年８月19日 

日本商工会議所 

 

社会資本整備重点計画（原案）に対する意見 

 

基本的な考え方 

 第４次社会資本整備重点計画（原案）は、厳しい財政制約のもとで持続可能な社会資本整備に向け

た基本方針として、社会資本整備を通じた生産性向上など、ストック効果を重視した社会資本の新

規整備、メンテナンスサイクルの構築による安全・安心の確保やトータルコストの縮減・平準化の

両立、既存ストックの有効活用の推進（賢く使う）が掲げられており、当所はその趣旨に賛同する。 

 そのうえで、第４次計画の期間である今後５年間およびその先を見据えて、社会資本整備事業に対

する当所の基本的な考え方を以下に列挙する。 

  

１．防災・減災など国民の安全・安心の確保と生活の質の向上に寄与する社会資本整備であること 

 大規模地震や集中・激甚化する豪雨等の自然災害に対応し、人命と財産を守る安全安心なインフラ

整備が不可欠である。 

 地域の生活サービスの持続的・効率的提供を確保し、生活の質の向上を図る事業に重点化すること

が重要である。 

 

２．持続的な経済成長や生産性の向上に寄与する社会資本整備事業であること 

 本格的な人口減少社会が到来し、少子化・高齢化も進展する中で、わが国が持続的な経済成長を実

現していくためには、経済活動全般にわたる生産性向上が不可欠である。 

 社会資本整備にあたっては、地域特性を十分に考慮し、民間投資の誘発、物流・人流の効率化・円

滑化による生産性の向上、わが国産業の国際競争力の維持・強化など、ストック効果を 大限に発

揮させるための戦略的な取り組みが不可欠である。 

 

３．地域の自立的な発展や地域間交流・観光振興の促進に寄与する社会資本整備事業であること 

 人口が減少し地方が疲弊する中で、地域は自らの資源を 大限に活用し、主体性や創意と熱意を

持って将来ビジョンを策定・実行し、地方創生を図っていくことがわが国の喫緊の課題となってい

る。一方、東京をはじめ大都市圏は、世界から資金や人材を呼び込み国際競争力を高めて、今後も

わが国の経済成長のエンジンとしての役割を担っていくことが期待されている。 

 社会資本は、地域間の人・モノ・情報の流れの活発化を通じた自立的な発展と経済の好循環の創出、

および、地域間での機能分担・相互補完の促進による活力ある国土の形成に不可欠な基盤である。 

 とくに、観光振興については、地域のまちづくり、社会資本の整備・活用と連動した推進が必要である。 

 

４．限られた財源のもとで、持続可能な社会資本整備事業であること 

（１）「選択と集中」の考え方 
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 社会資本整備事業の推進にあたっては、厳しい財政制約のもと、優先度と時間軸、ストック効果を

考慮した「選択と集中」を図ることが求められる。 

 新規整備については、例えば、防災・減災や医療の視点から代替道路の役目も果たす条件不利地域

の路線、港湾・空港等との連絡道路などのミッシングリンクの早期解消や国際競争力の維持・強化

に寄与する大都市環状線の整備など、喫緊の課題を持つものを優先すべきである。 

 また、維持管理・更新については、重大な事故や致命的な損傷の発生など、危険となる恐れの高い

ものから早急に実施すべきである。 

 

（２）民間活力の積極的な導入など、多様な整備手法の導入促進 

 限られた財源の中で必要な社会資本を整備していくためには、規格の柔軟化により早期かつ経済的

に整備が進捗するよう努めることや、PPP／PFI を通じて民間活力を積極的に導入していくことな

ど、多様な整備手法をより一層取り入れていくことが求められる。 

 PPP／PFI の導入にあたっては、諸外国における成功要因や、わが国で全国的な動きに至っていな

い要因を分析して課題を明確にしたうえで、具体的な改善策を検討・実施していくことが必要であ

る。なお、コンセッションを推進する際には、原則、全国共通とされているサービス提供に地域差

が生じないよう十分な配慮が必要である。 

 

（３）維持管理・更新に係るコストの縮減と平準化の両立 

 高度経済成長期以降に整備された社会資本は急速に老朽化しており、今後20年間で、建設後50年以上

を経過する施設の割合が加速度的に高くなる見込みである。それに伴い、維持管理・更新費は、現在

の技術や仕組みを前提とした場合、20年後には現在の約1.2～1.5倍に増えると試算されている。 

 個々の社会資本が安全・安心に利用され、かつストック効果を 大限に発揮し続けるためには、予

防保全型維持管理の導入など、メンテナンスサイクルを構築し実行することや、メンテナンス産業

の育成、新技術の開発等により、トータルコストの縮減と平準化を両立させることが不可欠である。 

 

５．計画の実効性を確保していく必要性 

 第１次～第３次の社会資本整備重点計画および今回の第４次計画では、社会資本整備を巡る状況変

化と政策課題の両方を踏まえた重点目標が掲げられているが、その主たる要素は、戦略的な維持管

理・更新、災害リスクの低減、人口減少・高齢化に対応した持続可能な地域社会の形成、民間投資

の誘発・国際競争力の強化など、いずれも共通している。 

 今後もこれらの重要性は変わらないことから、現場を支える担い手・技能人材の確保・育成や、「選

択と集中」の考えのもとでの各事業の着実な遂行を通じて、第４次計画に盛り込まれた定量的指標

を計画期間内に着実に達成していくことが何よりも重要である。 

 そのためには、中長期的に必要な投資規模や維持管理・更新に係るコストを詳細に明示することが

必要であり、そのうえで、今後の社会資本整備事業のあるべき姿について、国や地方公共団体はも

とより、地域で活躍する企業や団体、教育機関、NPO、住民一人ひとりに至るまで、多くの主体が

議論に参画し、理念を共有していくことが必要である。 

上記の基本的な考え方に基づき、社会資本整備事業を遂行していくうえで、強調すべき点や盛り

込むべき要素を中心に、下記のとおり、意見を申しあげる。 
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第１章：社会資本整備を巡る状況の変化と基本戦略の深化 

第１節 社会資本整備が直面する４つの構造的課題に対する意見（３～７ページ） 

 

 社会資本整備が直面する４つの構造的課題は、いずれも今後の社会資本形成において留意しなけれ

ばならない重要な要素である。 

 わが国の財政状況は、債務残高が GDP の２倍以上に膨らみ、さらなる累増が見込まれるなど極めて

厳しい状況にある。限られた財源の中で中長期的な見通しを持って持続可能な社会資本整備を実現

していく必要があることから、構造的課題に「厳しい財政状況」を加えるべきである。 

 建設投資の減少に伴い、建設業従業者数はピーク時（1997年）の約７割に減少するだけでなく高齢化

も進展している。現場を支える担い手・技能人材を確保し、次代へ確実に技能を継承していくために

も、女性を含む若年層の建設業への入職を促進していくことが不可欠である。したがって、人材不足

に関する事項は、「現場の担い手・技能人材の不足」など、１項目を立てて記載すべきである。 

 2020年を重要な通過点とし、外国人旅行者3,000万人が訪れるような魅力あふれる国づくりを目指

し、広域観光周遊ルートの形成・発信への取り組みの必要性が指摘されているが、その着実な実現

に向け、広域ルートの核となる拠点都市の構築とその周辺地域との二次交通の整備が必要である。 

 

第２節 持続可能な社会資本整備に向けた基本方針の確立 

１．持続可能な社会資本整備に向けた課題に対する意見（７～８ページ） 

 計画中における「戦略的」という文言については、その具体性を含め、分かりやすい表現とするこ

とが望ましい。 

 

２．機能性・生産性を高める戦略的インフラマネジメントの構築 

（１）基本的な考え方 

（２）機能性・生産性を高める戦略的インフラマネジメントの重点化方針 

①集約・再編を含めた既存施設の戦略的メンテナンスに対する意見（11～12ページ） 

 本格的な人口減少社会において、社会資本の廃止・除却や集約・再編の必要性は認めるものの、合

理的かつ明確な客観的判断基準を設定することが必要である。 

 判断基準の設定にあたっては、多様な主体の参画のもとで議論を積み重ねるなど、慎重に検討する

ことが望ましい。 

 判断基準に沿って社会資本の廃止・除却や集約・再編を検討する際には、当該地域のみならず周辺

地域を含めた社会的・経済的影響や広域的地域情勢を十分に考慮しなければならない。 

 なお、社会資本の廃止・除却や集約・再編により、地域経済に重大な影響を及ぼすことが予想され

る場合には、当該影響の度合いに応じた支援に関する検討も必要である。 

 下水道のすべて、長さ２メートル以上の橋梁の９割、道路舗装の９割、道路トンネルの７割など、

地方公共団体が管理するインフラの割合は非常に高い。 

 しかし、維持管理を取り纏める部署・組織が確立されている地方公共団体は１割強であり、インフ

ラの状況を取り纏めた台帳を更新できている割合も半数程度にとどまる。さらに、老朽化の把握状

況も簡易な方法に拠っているのが現状である。 

 地方公共団体、特に市町村では、老朽化対策に人員面、技術面、財政面で課題を抱えていることか
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ら、市町村の体制強化、国や都道府県による技術的支援が不可欠である。具体的には、地方公共団

体における社会資本メンテナンス専門部署の創設、技術者の育成・確保、効率的なメンテナンス手

法を共有する仕組みの確立等が考えられる。 

 社会資本のメンテナンス事業者育成についても、国の積極的な支援が必要である。 

 

②既存施設の有効活用（賢く使う取組）に対する意見（12～13ページ） 

 例示されている社会資本の有効活用策は、厳しい財政状況のもと、ストック効果の 大化の面から

も積極的に推進していくべきである。 

 官民連携による持続的な取り組みを促すためにも、既存施設の有効活用に向けた民間の資金やノウ

ハウを積極的に取り入れることが必要である。また、円滑な用途転換のための環境整備が求められ

る。 

 長期的な人口減少・高齢化局面においては、トラックドライバー等の慢性的不足が予想されている

ことから、このような社会資本ユーザーの生産性向上に資する既存施設のさらなる有効活用・改良

や規制緩和等（例：道路輸送における重量制限等の見直し、そのための既存施設の改良・修繕の戦

略的推進）についても、検討を進める必要がある。 

 

③社会資本の目的・役割に応じた選択と集中の徹底 

i）安全安心インフラによる災害等のリスクの低減に対する意見（13～15ページ）  

 政府は昨年３月に、南海トラフ地震防災対策推進基本計画を策定し、その中で、想定される死者数

約33万２千人を概ね８割減少、想定される建築物の全壊棟数を約250万棟から概ね５割減少させる

今後10年間の減災目標を掲げている。 

 また、政府は本年３月に、南海トラフ地震発生直後に国や地方自治体が行う救助活動や物資輸送の

具体的な計画を公表している。 

 （重点支援先となる10県を指定し、発災後、国は緊急対策本部の調整により、被害の全容把握を待

たずに警察、消防、自衛隊等約14万人の支援部隊を派遣することや、被災地からの要請を待たずに

水、食料、毛布等の物資を輸送する内容） 

 一方、首都直下地震については、 悪の場合、死者２万３千人、全壊焼失棟数61万棟、経済的被害

は95兆円と想定されているが、本年３月に閣議決定した緊急対策推進基本計画の変更において、今

後10年間で死者数、全壊・焼失棟数ともに半減させる目標を掲げている。 

 南海トラフ地震、首都直下地震ともに、経済社会のあらゆる面で国難とも言うべき甚大な被害が想

定されており、発災すれば国内のみならず国際社会に対しても重大な影響が及ぶことが懸念され

る。 

 南海トラフ地震、首都直下地震などの被害の軽減に向けて、政府の基本計画や社会資本整備重点計

画に則り、ハード面の防災・減災対策を加速させていくことが求められる。加えて、計画の実効性

を高めるために平時からの訓練や BCP 策定などのソフト面の対策にも注力していく必要がある。 

 防災・減災対策の推進には、その 前線を担う地方公共団体と国、地方公共団体間での連携強化が

不可欠である。 

 巨大災害に対するわが国の経済・社会システムの脆弱性を克服するために、ミッシングリンクの解

消に資する道路や、防災・医療等地域の安全・安心の実現を担う道路等のライフラインは、多重性・

代替性の観点からも早期かつ着実に整備すべき旨を強調すべきである。 
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 防災・減災対策に重要な役割を担う BCP については、地方公共団体や民間企業における策定率の向

上が課題である。発災時に BCP が有効に機能すれば、減災に大いに寄与することから、地方公共団

体に対する策定支援の拡充や民間企業に対するインセンティブ付与の必要性を強調することが望

ましい。 

 首都直下地震については、木密地域の改善整備、無電柱化に加えて、帰宅困難者対策や液状化対策、

都市再開発による大街区化を通じた地域防災力の向上に、より一層注力していく必要がある。 

 地下街については、大規模地震発生時に、利用者等が混乱状態となることが懸念される。また、天

井等の老朽化も進んでいることから、ハード・ソフトからなる地下街の防災・老朽化対策を推進し

ていく必要がある。 

 防災・減災対策の推進にあたっては、地震・津波、集中豪雨等のみならず、近年活発化している火

山活動に対する取り組みも一層強化していく必要がある。 

 

ii）生活インフラによる持続可能な地域社会の形成に対する意見（15～17ページ）  

 今後の社会資本整備事業は、現状の人口や年齢構成を前提にするのではなく、現状において想定さ

れている急激な人口減少・少子高齢化と、地域的な偏在の加速等を踏まえた将来の人口規模や年齢

構成を前提に推進すべきである。 

 今回の第４次計画（原案）では、「コンパクトシティの形成」を推進し、各地域を交通・通信等の

ネットワークでつなげて圏域人口を確保する「コンパクト＋ネットワーク」の地域構造への転換を

目指しているが、その考え方は、当所としても従来から提言してきたところである。こうした考え

方に沿って、今後の社会資本整備事業や国土づくりを進めていくべきである。 

 なお、「コンパクト＋ネットワーク」の考え方に沿って国土づくりを進めるには、各地域を交通・

通信等のネットワークでつなぐだけでなく、国と地方公共団体との連携、地方公共団体間の連携、

行政と民間との連携をさらに強化していく視点が重要である。また、都市機能の集約化や公共交通

ネットワークの維持・再生を加速する制度・事業手法の絶えざる見直しが必要である。 

 道路ネットワークの形成にあたっては、地域のハブ機能を果たす県庁所在地間や連携中枢都市圏間

の幹線道路ネットワークの整備についても、早期かつ着実に進めていくべきである。 

 内閣府の世論調査における「居住地の中心部への集約に対する賛否」では、賛成が29.8％、反対が

64.0％である。 

 さらには、国土交通省の国民意識調査においても、約半数がコンパクトシティについて「聞いたこ

とがない」と回答している一方で、コンパクトシティの考えに共感する割合も約半数あることから、

「コンパクト＋ネットワーク」の考え方に基づき社会資本整備や国土づくりを進めるには、地域の

実態に基づく分かりやすい説明による国民の一層の理解促進が不可欠である。 

 加えて、「コンパクト＋ネットワーク」の形成推進にあたっては、目指すべき都市構造や都市間連

携・機能分担のイメージをより明確にし、人口規模や地域特性に応じた多様な先行事例・モデルを

提示していくことも重要である。 

 人口減少、高齢化が進展する中で、空き地・空き店舗や空き家等の有効活用を推進するためには、

地籍や登記など、土地の所有・利用に関する制度・情報基盤の整備が不可欠であるため、その必要

性を強調すべきである。 

 大都市近郊では、老朽化した団地やニュータウン、マンションの更新が課題となっている。老朽化

が進んだ大規模住宅団地等は、更新に併せて計画的に保育所や高齢者支援施設の設置・併設を進め
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るなど、人口減少・少子高齢社会に合わせたまちづくりを加速していく必要がある。 

 なお、住宅政策については住生活基本計画も踏まえて、子育て世代に配慮した政策や、高齢化の進

展に対応した政策を推進していくことが期待される。 

 超高齢社会への対応のみならず、オリンピック・パラリンピックの開催も見据えて、公共交通機関

や公共空間等のバリアフリー化を着実に進め、誰もが安全で円滑に移動できる環境を整備すべきで

ある。 

 

iii）成長インフラによる民間投資の誘発、経済成長の下支えに対する意見（17～20ページ）  

 グローバル化の一層の進展に伴い、アジア主要都市が国際的なハブ機能や金融機能の拡大を目指

し、戦略的・重点的にインフラや市場の整備を進め急速に台頭するなど、世界の都市間競争は激化

している。その結果、ビジネスコストの高さや規制・許認可制度の厳しさ、外国人の受入環境の不

十分さ、国際交通ネットワークや空港までのアクセス未整備等の理由から、東京をはじめわが国の

国際競争力は相対的に低下している。 

 わが国の持続的な経済成長を実現していくためには、経済を世界に開き、新興国等の新たな成長を

取り込んでいくことが不可欠である。そのためには、第４次計画の計画期間でありオリンピック・

パラリンピックが開かれる2020年度（平成32年度）までに、「大都市圏における国際競争力の強化」

に記載されている社会資本整備事業を着実に推進し、大都市圏の国際競争力を強化していく必要が

ある。 

 開発途上国を中心とした世界のインフラ需要は膨大であり、高速鉄道・都市鉄道、高速道路・幹線

道路、港湾ターミナル、空港ターミナルをはじめ、今後もさらなる市場拡大が見込まれている。し

たがって、大都市圏におけるインフラ整備にとどまらず、わが国の技術・ノウハウを 大限に活か

してインフラシステムの輸出を促進するなど、世界の需要や成長を積極的に取り込んでいく取り組

みを強化していくべきである。 

 地方創生、全国各地の観光振興に向けて、「地方圏における産業・観光投資を誘発する都市・地域

づくりの推進」に記載の社会資本整備は、着実に推進していくべきである。とりわけ、地方空港に

おける国際線受入体制の拡充、地方空港や高速鉄道の拠点駅等から周辺地域への二次交通の利便性

向上、港湾の整備促進によるクルーズ船の受入拡大等は、インバウンドをはじめとした全国各地へ

の訪問者の拡大に直結するものであり、重要である。 

 ミッシングリンクの解消は、地域活性化や国際競争力強化の観点から早期に実現すべきである。ま

た、人流・物流の効率化に向け都市間連絡速度の向上に資する事業も着実に推進していくべきであ

る。なお、環状道路などの道路ネットワークの強化については、首都圏のみならず、近畿圏・中部

圏等においても重要である。 

 観光の持つ広範な波及効果や意義に鑑み、インバウンド・国内観光を含めて地方創生に資する観光

地域づくり、国内観光の振興に一層取り組むべきである。訪日外国人旅行者の増加や2020年オリン

ピック・パラリンピックの開催に伴う経済効果を東京のみならず広く全国へ波及させていくことが

不可欠である。 

 そのために、LCC の参入促進のみならず、首都圏・国際空港とのネットワークの強化による地方の

拠点空港の機能強化や、整備新幹線・リニア中央新幹線の早期全線（東京・名古屋・大阪間）整備、

二次交通の整備促進が必要である。 

 



－318－ 

 

④PPP／PFI の積極活用に対する意見（20～22ページ） 

 【再掲】限られた財源の中で必要な社会資本を整備していくためには、規格の柔軟化により早期か

つ経済的に整備が進捗するよう努めることや、PPP／PFI などを通じて民間活力を積極的に導入し

ていくことなど、多様な整備手法や資金調達手法をより一層取り入れていくことが求められる。 

 また、「選択と集中」により、計画的にインフラ整備を推進すること、「予防保全型維持管理」の導

入、PPP／PFI 推進の必要性が示されており、基本的に賛同する。ただし、PPP／PFI の導入にあたっ

ては、諸外国における成功要因や、選択と集中の判断におけるストック効果の重視、PPP 等民活導

入における課題と改善策を明確にしたうえで、推進すべきである。また、改善策等の周知徹底によ

り、機動的な地域プラットフォームの形成が期待される。 

 なお、コンセッションを推進する際には、原則、全国共通とされているサービス提供に地域差が生

じないよう十分な配慮が必要である。 

 

⑥ 社会資本整備の生産性を高める生産管理システムの強化に対する意見（22ページ） 

 現場の担い手・技能人材の確保・育成が課題となる中で、「社会資本整備の生産性を高める生産管

理システムの強化」に記載の取り組みを推進することは、現場の効率化に寄与することから、積極

的に推進すべきである。 

 トンネルや橋梁等の社会資本のメンテナンス・維持管理には、「目視」による点検が求められてい

る場合がある。社会資本の効率的・効果的なメンテナンス・維持管理に向けて、ロボットやセンサー

等の新技術の開発・導入を推進するための規制緩和を実現すべきである。 

 あわせて、ロボットやセンサー等による社会資本の点検やメンテナンスに関わる産業の育成を図っ

ていく必要がある。 

 将来的には、わが国に遅れてインフラ老朽化のピークが到来するアジアの開発途上国等への国際的

な展開を見据えて、世界 先端のメンテナンス技術を構築し、新規整備から維持管理・更新までが

一体的となったインフラシステムの輸出を目指していくべきである。 

 

３．社会資本整備を支える現場の担い手・技能人材に係る構造改革等に対する意見（22～25ページ） 

 建設業は、他産業に比べて若年層比率の低下と高齢化が著しく進行している。今後、将来にわたる

社会資本の品質確保と適切な維持管理を持続的に行うためには、中長期的な視点に立った人材確

保・育成対策の強化が不可欠である。 

 とりわけ、建設業における女性技能者数を５年で倍増することを目指して、昨年８月に官民を挙げ

て策定された「もっと女性が活躍できる建設業行動計画」に則って、女性の登用を促すモデル工事

の実施や、トイレ、更衣室の設置など、女性も働きやすい現場環境の整備により一層注力していく

べきである。 

 

４．安定的・持続的な公共投資の必要性に対する意見（25～26ページ） 

 社会資本整備の着実な実施に加え、担い手となる現場の技能人材の確保・育成の観点からも、社会

資本整備事業は中長期の見通しを持って計画的に実施していくべきである。 

 将来的にメンテナンスコストが増大することにより財政の逼迫を招き、必要な社会資本整備の実施

が困難となるような事態に陥らないよう、メンテナンスコストを中長期的に縮減・平準化するとと

もに、新設・高度化に必要な社会資本整備の投資余力を確保しなければならない。 
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その他の意見 

 東日本大震災の被災地では、復興に向けた土地区画整理事業や災害公営住宅整備事業等に関して、

土地の権利調整の難航等により土地のかさ上げ・整備が遅れるなど、当初は予想していなかった課

題が顕在化している。 

 被災地における復興のみならず、国土の有効な利用を促進していくため、地籍調査の推進や登記制

度の見直しなど、土地に関する制度の見直しを進めていくべきである。 

 

（ 以 上 ） 

 

 

 

社会資本整備重点計画（原案）に対する意見 

＜提出先＞ 

国土交通省総合政策局 

＜実現状況＞ 

平成 27 年９月 18 日に閣議決定された「社会資本整備重点計画」において、当所の意見が下記のように反映

された。 

 

○「基本的考え方」に関する以下の意見について反映 

・防災・減災など国民の安全・安心の確保と生活の質の向上に寄与する社会資本整備事業であること 

・持続的な経済成長や生産性の向上に寄与する社会資本整備事業であること 

・地域の自律的な発展や地域間交流・観光振興の促進に寄与する社会資本整備事業であること 

・限られた財源のもとで、持続可能な社会資本整備事業であること 

・計画の実効性を確保していく必要性 

 

○意見１ 中央自動車道笹子トンネル事故を契機とした「インフラ老朽化に対する国民不安の高まり」を加

えるべき 

⇒「加速するインフラ老朽化」において、笹子トンネル事故を契機とする「社会資本の老朽化問題に

対する国民の意識と不安の高まり」を追記。 

 

○意見２ トラックドライバー等の慢性的不足が予想されることから、社会資本ユーザーの生産性向上に資

する既存施設のさらなる有効活用・改良や規制緩和等についても検討を進める必要 

⇒「既存施設の有効活用」において、「物流業界でドライバー不足が大きな課題となるなど、様々な

産業分野で労働力不足が懸念される中、企業等の社会資本の適切な維持管理のために利用適正化に

も資する観点からも、既存施設を賢く使う取組が求められる。」を追記。 

 

○意見３ 社会資本の効率的・効果的なメンテナンス・維持管理に向けて、ロボットやセンサー等の新技術
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の開発・導入の推進 

⇒「社会資本を支える現場の生産性向上」において、「情報化施工技術やロボット技術の施工現場へ

の大胆な導入など、施工プロセス全体の改善」を追記。 

 

○意見４ 人口減少、高齢化が進展する中で、空き家等の有効活用の推進 

⇒政策パッケージ３－１「地域生活サービスの維持・向上を図るコンパクトシティの形成等」におい

て、「空き家等を活用したまちづくりの支援」を追加 

 

○意見５ 超高齢社会への対応のみならず、オリンピック・パラリンピック開催も見据えて、公共交通機関

や公共空間等のバリアフリー化の着実な推進 

⇒政策パッケージ３－２「安心して生活・移動できる空間の確保（バリアフリー・ユニバーサルデザ

インの推進）」において、以下の記述を追記。 

 「2020 年東京オリンピック・パラリンピック競技大会を見据えて、新たに主要ターミナルにおける

複数ルートのバリアフリー化や地方の主要な観光地のバリアフリー化等に重点的に取り組む。ま

た、東京の主要ターミナル駅、競技大会施設、人気観光スポット等を結ぶ連続的なエリアにおいて、

バリアフリー化と分かりやすい案内情報の提供を徹底的に推進し、超高齢化が進む日本におけるベ

ストプラクティスを実現する。また、公共交通事業者の職員教育を通じた接遇の向上、公用交通機

関等における心のバリアフリー推進運動を展開する。さらに、誰もが安心して使える安全で清潔な

トイレや授乳スペース等の公共の空間づくりや、ベビーカーマークの普及啓発等を推進する。」 

 

○意見６ インバウンド・国内観光を含めた地方創生に資する観光地域づくり、地方空港や高速鉄道の拠点

駅等からの周辺地域への二次交通の利便性向上など 

⇒政策パッケージ４―２「地方圏の産業。観光投資を誘発する都市・地域づくりの推進」において、

「インバウンド観光・国内観光も含めた観光振興」及び「観光にも資する地域公共交通の充実」を

追記 
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女性の働きたい意志を尊重した税・社会保険制度 

に関する提言 

平成27年９月16日 

日本商工会議所 

 

現在、日本の女性の就業率は69.5％と、８割近い西欧諸国に比して低水準にある。しかし、女性の潜在

的就業率は８割を超え、そのうち、約13％（200万人）が様々な制約の下、働きたくても働けない状況にあ

る。 

その大半は、いわゆる出産・子育て期からはじまるＭ字カーブに当たる20～40代の層であり、出産や育

児に伴う離職に加え、子育て後の復職の困難さにも因るところが大きい。総務省の調査によれば、女性が

働くことを望みながら働いていない理由として、「出産・育児のため」（34.6％）、「適当な仕事がない」

（30.1％）が大宗を占めている。こうした中、内閣府の調査では、結婚した世帯の９割は２人以上の子ども

を希望している。 

このように、日本では働きたい、また、子どもを持ちたいとする女性の割合が潜在的に高いにも拘わら

ず、それを阻害する要因が多い。女性の働く意志と能力やキャリアが生涯を通じて尊重される社会の構築

とともに、結婚、出産、子育て、教育、復職の各ステージを通じて、より働きやすくなる支援制度や生活

環境を総合的に整備することが必要である。これは人口減少下にある日本の成長を将来にわたって維持、

拡大していくためにも欠かせない。 

そのためには、離職せずに子育てができる環境の整備に、まずは重点的な財源配分を行うとともに、夫

の協力を含めた柔軟で多様な働き方の促進、子育て終了後の女性の再就職支援策の拡充（企業とのマッチ

ング強化）や企業による再雇用制度の促進、復職のための学び直しやキャリア支援に加え、女性の職域拡

大や創業支援といった総合的かつ抜本的な就労支援策の拡充が必要である。 

とりわけパートタイマーが自ら就業調整する要因である「103万円・130万円の壁」と称される税制・社

会保険上の阻害要因を 大限解消し、より長く働くほど世帯単位で見た場合の収入が増えるなど、経済的

なメリットを享受できる公平で合理的な仕組みに見直していくことが必要である。 

あわせて、企業においても、女性の復職支援、生涯を通じて男性と格差のない人事制度やキャリア形成

を図る企業風土の醸成はもとより、税・社会保険と同様、女性が長く働くことを阻害する扶養手当のあり

方を見直すべきである。 

 

１．配偶者控除の見直し ～税額控除制度への移行～ 

現在、税制上の103万円の壁は、配偶者の所得に応じて夫の控除額を段階的に減少させる配偶者特別

控除の導入によって、世帯単位で見た手取り額の逆転は発生せず、解消されている。 

しかし、現行の所得控除制度（基礎控除、配偶者控除、配偶者特別控除）は、累進税率の下では高所

得世帯ほど税負担が軽減されており、多くの子育て層が含まれる低所得世帯（年収300～400万円）には

税負担の軽減効果が小さい。例えば、38万円の所得控除に対して、年収２千万円の世帯では、所得税率

33％で約13万円の軽減、年収300万円の世帯では、所得税率５％で約２万円の軽減となっている。 

このため、配偶者控除見直しにあたっては、基礎控除、配偶者控除、配偶者特別控除を一本化し、所

得額によらず税負担の軽減額が一定となる税額控除制度に移行すべきである。その際、夫婦それぞれの
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所得に対して税額控除を適用するとともに、夫婦どちらか一方に控除しきれない税額控除額がある場

合、他方の税額控除に上乗せする仕組みとすべきである。 

夫婦それぞれの所得に対して税額控除を適用することで、単身世帯との公平性を担保することが可能

となる。また、夫婦どちらか一方に控除しきれない税額控除額がある場合、他方の税額控除に上乗せす

る仕組みとすることで、現在の配偶者控除と同様に専業主婦世帯の税負担の軽減が可能となり、専業主

婦が担っている家庭内での貢献や、地域活動への貢献にも配慮した制度となる。 

 

２．社会保険制度の見直し ～被保険者間の公平性、保険財政的な視点も踏まえて総合的な検討が必要～ 

被用者保険（厚生年金、健康保険）の保険料負担が生じる130万円の壁（手取額の目減りによる段差）

の影響はより大きく、労働者自身の就業調整、保険料を折半負担する使用者側の雇用調整の大きな要因

となっている。 

さらに、平成28年から施行される短時間労働者への社会保険の一部適用拡大により130万円より低い

106万円の壁が新たに生じ、更なる就労調整を余儀なくされる労働者が増加することも懸念される。今

後、適用対象となる年収要件を更に引き下げたとしても、「壁」が生じる以上、就労意欲の阻害要因を

無くすことにならない。 

従って、保険料負担の発生により手取収入の減少が急激に生じる不合理を解消し、それをなだらかな

ものにする制度改正あるいは政策的措置が必要である。 

具体的には、社会保険制度そのものを改正する方法として、①大幅な保険料負担が生じ、手取り額の

逆転が生じる130～154万円の間の保険料負担を、段階的に減額（もしくは還付）する、②就労により被

扶養から外れた配偶者を持つ夫の保険料を減額することで、世帯単位で見た手取り額の減少幅を縮小す

る、一方で、③公平性の観点から、これまで保険料負担の無かった被扶養者（第３号被保険者）もしく

はその配偶者である夫に対し、被扶養加算（仮称）としてある程度の（追加）保険料等の負担を新たに

求め、その財源によって保険料を減額する者の財源対策とすることが考えられる。 

ただし、年金については支払う保険料額に応じて将来の年金給付額が決まる制度であるため、上記①

もしくは②のように、特定の範囲の被保険者についてのみ保険料を減額する場合は、年金財政の毀損問

題を含め、どのような方法が 適であるか、長期的視点に立った検討が必要である。 

また、社会保険制度そのものを改正せずに壁を縮小する方法として、130万円から急激に生じる手取

収入減少の段差を、政策的な調整措置として一定期間、保険財源以外から一部補てんする現金給付（女

性の就業奨励金（仮称））を行う方法（労働保険特別会計の雇用保険二事業から充当するなど）も検討

すべきである。 

このほか、子育て支援策の一環として、育児休業保険料免除制度（年金・健康保険）を準用・拡充し、

子育てをしながら一定時間以上働く女性のみを対象に保険料を減額する方法等も考えられる。 

以上の方法をいくつか組み合わせて実施することも考えられるが、いずれにしても、被保険者間の公

平性、保険財政的な視点も踏まえて総合的に検討していくことが必要である。 
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３．企業による扶養手当の見直し 

社会保険のみならず、約５割の企業が103万円、２割の企業が130万円を基準として扶養手当を支給し

ており、世帯単位での手取り額の逆転に拍車をかけている。これも社会保険と同様、なだらかな支給に

変えていく必要がある。 

あるいは、扶養手当を廃止、子育て手当に支給を重点化する等の検討も必要であり、政府はそうした

企業の取り組みを後押しするインセンティブを設ける等の検討を行っていくべきである。 

 

女性が意欲をもって働けることを阻害する要因は様々であり、総合的な政策的取り組みを通して働き

やすい環境を整備し、労働参加を促すことが必要である。税・社会保険制度の見直しはその重要な柱の

一つであり、夫のみを家計の主たる担い手として形成されてきたこれまでの被扶養制度や税・社会保険

制度のあり方を、政府、企業ともに見直していくべきである。 

以 上 

 

 

 

女性の働きたい意志を尊重した税・社会保険制度に関する提言 

＜提出先＞ 

厚生労働省、財務省 ほか 

＜実現状況＞ 

 厚生労働省において配偶者手当のあり方に関する検討会が設置されるなど、政府における女性の活躍推進

に係る諸政策の検討につながった。具体的には、賃上げや労働時間延長した事業所を対象とした補助金（キャ

リアアップ助成金）を拡充し、いわゆる「130 万円の壁」の緩和が図られた。 
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平成28年度税制改正に関する意見 

平成27年９月16日 

日本商工会議所 

 

基本的な考え方（絶えざる進化によりさらなる飛躍を） 

（資本蓄積・労働力・生産性の３要素改善による中長期的な経済成長の実現） 

わが国経済は総じて緩やかな回復基調が続き、デフレからの脱却も視野に入りつつある。経済の好循

環実現に向け、企業がデフレマインドから転換し、これまでの貯蓄主体から投資主体として行動すると

ともに、中長期的な経済成長を確実なものとするため、資本蓄積、労働力人口、生産性の３要素の改善

により、潜在成長率を引き上げるサプライサイドの政策が必要である。 

他方で、わが国は「地方疲弊の深刻化」「人口急減と超高齢化の加速化」という新たな二つの構造的

課題にも直面しており、対策が急務である。 

 

（中小企業の資本蓄積や、生産性向上に向けた取り組みへの後押しが不可欠） 

大企業を中心に業績改善が進んでいる一方で、円安メリットを受けにくい中小企業は、コスト増加分

の価格転嫁の遅れや人手不足などが足かせとなり、大企業に比べ前向きな投資に遅れが見られ、特に、

小規模企業や地方都市ほど景気回復が遅れている。 

中小企業は、創業まもないベンチャー企業から、高度な技術力を保有し、サプライチェーンの一端を

担う企業や、地域に密着した小規模企業、地域の核となる中堅企業、創業100年を超す老舗企業まで、

多種多様な存在である。地域の雇用を支え、所得税や社会保険料負担を通じて、財政にも大きく貢献し

ている。また、取引の核となる地域の中核的な役割を担う中堅企業も存在している。 

地域を支える中小企業の資本蓄積に向けた設備投資や、イノベーション促進による生産性向上、より

付加価値の高い製品やサービス創出への後押しが不可欠である。 

 

（「人口急減・超高齢化社会」の克服） 

「人口急減・超高齢化社会」を克服するためには、まずは、女性や高齢者の活躍推進による労働力の

確保が急務であり、中長期的には、結婚・出生率向上に向けた環境整備など、人口減少のトレンドを変

える抜本的な対策が必要不可欠である。 

そのため、社会保障給付の重点化・効率化の更なる徹底・加速化や、余力ある高齢者の応能負担割合

を高めることで歳出削減に取り組み、財源を少子化対策により配分するなど、様々な対策を今すぐに実

行しなければならない。 

 

（「地方疲弊の深刻化」を克服する地方創生を実現する基盤づくり） 

地方創生の中核は、地域で仕事や雇用を生み出す中小企業であり、観光振興や、地域資源の活用など、

域外需要の取り込みを促進するとともに、コンパクトなまちづくり等の効率的な地方の経済・社会活動

を実現することが必要である。 

地方創生の実現に向けて、国と地方、民間事業者が総力を挙げ、地域資源を活用した産業創出をはじ

め、創業や事業承継の加速、中小企業のイノベーションを後押しする新たな産業集積の促進、効果的・

機能的なまちづくり・社会資本整備の推進に取り組むべきである。 
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Ⅰ．中小企業のイノベーションの促進を支援する法人税改革の実現 

１．中小企業の役割とその存在意義 

（１）中小企業は雇用と地域経済、財政に大きく貢献 

消費税引き上げに伴う需要の反動減や、急速な円安、原材料・エネルギー価格の上昇等、厳しい経

済状況の中においても、中小企業は日本全体の雇用の７割、約3,200万人を抱え、赤字法人であって

も、雇用と地域経済に大きく貢献している。 

中小企業が負担する社会保険料の事業主負担分は、民間事業主拠出分の約５割の約12兆円に達して

おり、社会保障の基盤を支えている。また、中小企業が従業員に支払った給与から発生する所得税は、

全法人の約４割の３兆円に達し、地方税においても約４割を負担しているなど、中小企業は雇用を通

じて国や地方の財政に大きく貢献している。 

 

（２）多様な役割を果たす中小企業の役割を再評価すべき 

中小企業は、多様な人材の雇用の受け皿となり、地域内外の取引の中心となって地域経済の中核的

な役割を果たすほか、新たな産業を創出する苗床の役割を果たし、規模の経済が働かないニッチな市

場も担うなど、産業の担い手であるとともに、日本経済に大きな役割を果たしている。とりわけ、地

方においては、 大の雇用吸収源となって地域経済と地域社会を支えている。 

中小企業の役割とその存在意義を検討するにあたっては、効率性や生産性等といった指標のみなら

ず、様々な側面から中小・小規模企業を評価すべきであり、政策決定時には、中小企業を第一に考慮

すべきである。 

 

２．中小法人課税の見直しに対する考え方 

（１）地域を支える中小企業の活性化を実現する中小法人課税の見直し 

平成27年度与党税制改正大綱において、資本金１億円以下を中小法人として一律に扱い、同一の制

度を適用していることの妥当性について検討を行うこととされている。今後、中小法人課税のあり方

を考えるにあたっては、大企業と異なる中小法人の実態や特性を踏まえて、検討する必要がある。 

中小企業の実態は、創業まもないベンチャー企業から、高度な技術力を保有し、サプライチェーン

の一端を担う企業や、地域に密着した小規模企業、創業100年を超える老舗企業まで、多種多様であ

る。また、ものづくり企業を中心として、下請け企業から独立企業への移行を模索し、厳しい経営環

境の中で成長・発展を図る資本金１億円を超える地域の中核企業も存在している。一方で、現在の税

法上の中小企業の基準では、明らかに中小企業の規模や実態と異なる者も含まれる。 

中小企業の中で、約９割と大多数を占める同族企業は、所有と経営が一致しており、原則として法

人と個人の資産は明確に区分けされているが、実際は企業経営と経営者個人が密接な関係にある。例

えば、中小企業は株式市場からの資金調達が困難であることから、資金調達の手段は自己資金のほか、

親族や金融機関からの借入金に限られている。金融機関からの借入れを行う際には、中小企業の経営

者は、個人保証や個人資産の担保提供を行うケースが多く、実態として中小企業の信用力は、企業の

財務基盤と経営者個人の資産で成り立っている。そのため、中小企業にとって、内部留保の蓄積によ

る資本の充実は、大企業以上に経営基盤の強化に欠かせないものである。一方で、中小企業の経営者

やその後継者が経営努力により自社の収益を向上させればさせるほど、また、資本を充実させればさ

せるほど、自社株式の評価が高まることから、事業承継時に相続税負担が重くなる。自社株式の上昇

が経営基盤を毀損するため、世代を超えた企業経営の不安定要因となっている。 
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今後の中小法人課税の見直しにあたっては、中小企業基本法をはじめ中小企業政策との整合性を踏

まえ、検討すべきである。その際には、資本蓄積による経営の安定性や生産性向上、成長に向けた取

り組みの後押しなど、地域を支える中小企業の活性化につなげることが不可欠である。 

 

（２）中小企業や地域を牽引する中核企業の成長を後押しする税制措置 

地域の中核的な役割を果たす中小・中堅企業（資本金１億円超10億円以下）は、高い雇用吸収力を

有し、地域における取引を通じて多くの小規模・中小企業とその従業員や家族を支えている。一方で、

資本金１億円超10億円以下の中小・中堅企業は利用可能な租税特別措置が少なく、実質的な法人税の

負担率は全法人の中で も高い。こうした地域の中核的な役割を果たす企業が、今後も地域を牽引す

る原動力となる役割を果たすため、租税特別措置による研究開発や投資の促進など、成長に向けた取

り組みを後押ししていくことが極めて重要であり、税制上では以下の措置を講じるべきである。 

 

①中小企業基本法を念頭においた税法の基準の拡大（資本金１億円以下→３億円以下） 

現在の税法上の中小法人の範囲は、法人税法において資本金１億円以下とされているため、中小企

業基本法上の中小企業の中には、支援対象とならない者が存在している。地域を牽引する中小企業の

成長を促進するため、税法上の中小企業の基準について、中小企業基本法における中小企業の範囲を

念頭に、資本金３億円以下まで拡大すべきである。 

 

②中堅企業（資本金３億円超10億円以下）の成長を喚起する税制措置 

地域経済を牽引する中堅企業（資本金３億円超10億円以下）は、地域経済や中小企業への波及効果

が大きく、成長に向けた取り組みへの喚起が重要である。そのため、中堅企業に対して、例えば、研

究開発税制の深掘り部分（12％）をはじめ、成長を後押しする中小企業向けの租税特別措置を適用す

べきである。 

 

（３）中小企業税制の範囲を示す指標について 

現在まで、税法上で資本金基準が用いられてきた理由として、日常の企業活動では変動せず、毎年

度安定している点や、中小企業基本法において、業種別に資本金と従業員数を基準としていることか

ら、中小企業の経営者にとって明確な指標であった点が挙げられる。 

中小企業の範囲を示す指標については、資本金のほか、海外の多くの国で用いられ、単年度の担税

力を示す「所得」、日常の取引で相手先の企業規模を図る基準である「従業員数」、中小企業基本法で

用いられている「業種」、OECD の BEPS プロジェクトにおいてグローバル企業の指標として用いられ

ている「売上高」、法人住民税の規模の判定時に用いられている資本金に資本準備金・資本剰余金を

加えた「資本金等」など、様々な指標や組み合わせがあり得る。ただし、長年の間、企業規模を図る

基準として活用され、中小企業基本法など多くの法律で用いられている「資本金」基準については、

見直しの影響が法人税法以外にも大きいことを考慮する必要がある。 

一方、政府税制調査会等で言及があった「純資産」については、過去の利益の蓄積であり、企業の

単年度の担税力を示すものではなく、特に、地域の中核となっている中堅・中小企業や、長年にわた

り法人税を納税し、国・地方の税収に貢献をしてきた業歴の長い企業、製造業や倉庫業など土地や設

備などの資産を保有する企業ほど、その金額が大きくなることから、特定の企業群に対象が偏るため、

適切な指標とは言えない。 
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３．中小企業のダイナミズムを促進し、経済の好循環を実現するための法人税改革について 

（１）中小法人の軽減税率を含む法人実効税率の引き下げ 

わが国経済の持続的な成長を実現するためには、高い技術力を保有し、世界的に高い市場シェアを

有するなど、海外市場で競争する中堅・中小企業の競争力強化や、地域の中小企業を支え、高い雇用

吸収力を有するなど、地域経済に大きな貢献をしている地域の中核企業の成長の喚起が必要である。 

平成27年度税制改正において、法人税改革の道筋が示されたが、企業の競争力強化や、対日投資拡

大のため、諸外国との競争条件のイコールフッティングの実現は不可欠であり、法人実効税率の海外

主要国並みの20％台への引き下げは必要である。 

法人所得800万円以下の中小企業は50万社に達し、海外製品・サービスとの競争に晒されているこ

とから、中小法人の軽減税率についても、海外との競争に打ち勝てる水準の10％まで引き下げ、適用

所得金額を拡大すべきである。 

 

（２）外形標準課税の中小企業への適用拡大は、地域経済に甚大な影響を及ぼし、ひいてはわが国経済・

社会の発展を阻害することから断固反対 

外形標準課税（法人事業税の付加価値割）は、「賃金への課税」が中心であり、雇用するほど税負

担が増すことから、雇用の維持、創出に悪影響をもたらす。政府の賃金引き上げの政策にも逆行し、

経済の好循環の実現を阻害するものであることから、外形標準課税の適用拡大には反対する。とりわ

け、労働分配率が８割にも達し、損益分岐点比率が９割を超える中小企業への適用拡大は、赤字法人

176万社が増税になるなどその影響は甚大であり、断固反対する。 

特に、三大都市圏以外の地域においては、中小企業が雇用する従業員の割合が高く、中小企業が地

方の雇用を支えている。外形標準課税が導入されることになれば、地方の中小企業は雇用を抑制し、

地方の疲弊に拍車がかかり、地域経済が衰退し、日本経済の成長に悪影響を与える。また、諸外国に

おいても賃金課税は稀な税制であり、雇用や中小企業に悪影響を与えることから、近年は廃止してい

る国が多い。 

 

（３）中小企業の欠損金繰越控除は制限すべきではない 

欠損金の繰越控除制度は、企業活動が期間を定めず継続して行われる一方で、法人税の課税所得は

事業年度を定めて計算されることから、法人税負担の平準化を図るために設けられている制度であ

る。 

中小企業は、損益分岐点比率が９割にのぼり、外部環境の変化や景気変動による売上の増減が直ち

に収支に直結し、税引き前利益で赤字・黒字を繰り返しているのが実態である。 

国際的にも、多くの国では中小企業の欠損金繰越控除を制限しておらず、中小企業の経営の安定性

に重要な役割を果たしている。 

約92万社の利用企業が増税になるなど、中小企業の経営の安定性を損なうことから、欠損金繰越控

除は制限すべきではない。 

 

（４）減価償却制度の定額法への統一は中小企業に多大な影響を及ぼすため反対 

IFRS（国際会計基準）の導入や、事業のグローバル化に伴う会計の統一化などを背景に、減価償却

方法を定額法に一本化すべきとの意見があるが、中小企業は国際会計を採用していないうえ、大多数
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が定率法を選択している。中小企業は資金調達に制約があり、投資資金の早期回収が経営上不可欠で

あることから、戦略的に償却方法を選択している。減価償却方法が定額法に統一された場合には、投

資に対する資金回収期間が長くなることで、手元のキャッシュが減少し、企業の設備投資意欲を減退

させることになる。アベノミクスの投資拡大への取り組みにも逆行する。そのため、減価償却方法の

定額法への統一には反対である。 

また、償却期間が企業の設備投資サイクルに適合していないとの声も多く、中小企業の設備投資の

実態を踏まえ、償却期間の見直しが必要である。 

 

（５）中小企業投資促進税制の上乗せ措置の前倒し廃止は反対 

大企業を中心に、円安による企業収益の改善を受け、設備投資の機運が高まってきている。一方で、

中小企業は人手不足、人件費・電力料金の上昇などが足かせとなり、設備投資の回復ペースにばらつ

きが出ている。民間投資活性化等のための税制改正大綱で措置された、中小企業投資促進税制の上乗

せ措置については、中小企業の生産性向上のために必要であることから、前倒し廃止には反対であり、

今後も継続すべきである。 

 

（６）個人事業主に近い中小事業者（法人形態を選択した個人事業主）について 

節税目的で法人形態を選択した個人事業主と同規模程度の小規模企業の存在が指摘されているが、

そもそも法人制度は、経済活動を円滑に行うために作られた極めて優れた制度であり、法人形態を選

択すること自体は何ら問題ない。法人形態を選択することにより、個人と企業の会計を分離すること

で会計の透明性が高まるうえ、中小企業に浸透しつつある中小企業会計要領等の会計基準を利用する

ことで、明瞭な会計方法を選択することが可能となる。 

個人事業主と企業の比較については、給与所得控除を含めた税負担だけでなく、社会保険料負担、

申告・記帳の負担、会計の透明性の差異などを含め、総合的に検討すべきである。 

なお、中小企業は、毎年９万社を超える登記がありながら、企業数自体は横ばいで推移しており、

新陳代謝が相応に進んでいると考えられる。また、個人事業主で将来の法人形態の選択を予定してい

る事業者は総務省の調査によると、約１％であり、ごく一部の企業のケースを取り上げて、全体の制

度の変更を図ろうとすることは不適切である。 

 

（７）地方税の損金不算入措置について 

法人事業税や固定資産税は事業に関連して発生する税であり、費用性があることから損金算入が認

められているところであるが、地方自治体による超過課税や減免制度により、国税の課税ベースや、

他の地域の税収に影響を与えるため、地方税を損金不算入とすることが検討されている。地方税の損

金不算入措置は課税ベースを拡大し、法人実効税率を引き上げることから、法人実効税率の引き下げ

とあわせて議論が必要である。 

一方で、地方税を損金不算入とし、法人実効税率のみ引き下げた場合、中小法人の軽減税率を適用

している所得800万円未満の中小法人や赤字法人には減税効果がなく、税負担が増加することになる。

そのため、法人事業税をはじめ地方税の損金不算入措置については、課税所得の少ない中小企業に負

担が偏らないように、中小法人の軽減税率の引き下げとあわせて議論すべきである。 
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Ⅱ．消費税引き上げに伴う課題 

１．消費税率10％への引き上げ 

（１）財政再建は成長と歳出削減を車の両輪として取り組むべき 

消費税率10％への引き上げは、持続可能な社会保障制度確立のために必要であり、消費税率10％の

範囲内で 大限持続可能な社会保障制度を構築すべきである。 

財政再建のためには、デフレからの脱却が 重要課題であり、成長戦略の着実な実行による「経済

成長」と社会保障を中心とした「歳出削減の取り組み」を車の両輪として偏りなく進めるべきである。

なお、歳出削減は成長を阻害しないよう、一律カットではなくメリハリをつけて行うことが必要であ

る。 

 

（２）円滑な価格転嫁の実現 

商工会議所では、円滑な価格転嫁の実現のため、転嫁対策特別措置法に基づく実効性の高い対策の

実行や、政府が事業者や国民に対して「消費税は価格に転嫁されるものである」と強いメッセージを

発信すべきと主張してきた。商工会議所においても、消費税引き上げ前後において、10万を超える事

業者からの相談に応じるなど、円滑な価格転嫁の実現に取り組んできた。 

消費税率８％への引き上げにあたっては、商工会議所の消費税の価格転嫁の調査結果において、６

割の事業者が全て価格転嫁できたと回答するなど、前回の消費税引き上げ時に比べて、比較的円滑に

価格転嫁が実現している。 

価格転嫁に有効であった施策として、政府による国民への広報・PR や、商工会議所の経営指導員

等による転嫁対策が挙げられている。また、公正取引委員会・中小企業庁の指導・勧告により、対事

業者間取引における転嫁拒否等の行為について、一定の抑止効果が働いていると考えられる。一方で、

商工会議所の調査結果で明らかなように、対消費者取引や、規模の小さな事業者ほど価格転嫁が困難

な実態がある。 

そのため、政府は引き続き、国民に対する徹底した広報をはじめ、転嫁拒否の取り締まりを推進す

る等の転嫁対策特別措置法に基づく実効性の高い価格転嫁対策を継続すべきである。 

 

（３）外税表示の恒久化 

商工会議所の消費税の価格転嫁の調査結果において、消費税の転嫁ができた事業者では「外税取引

や外税表示のため、税額分を引き上げることが可能であった」との回答が５割を超すなど、外税表示

や税抜き価格の強調表示が有効な転嫁対策であったとの声が寄せられている。 

一方で、外税表示の選択は時限措置であることから、事業者は平成30年９月30日までに税抜き表示

から総額表示に切り替える必要がある。消費者に対して、価格を一気に10％引き上げたかのような印

象を与えるため、売上を維持するためには税込み価格を引き下げなければならなくなり、消費税の転

嫁に悪影響を与えるとの懸念の声が、小売業や卸売業の事業者を中心に商工会議所に寄せられてい

る。 

消費税引き上げ後も、消費者の消費税への認識を高め円滑な価格転嫁を実現するために、転嫁対策

特別措置法の期限切れとなる平成30年10月以降においても、外税表示を認め、事業者が表示方法を選

択できるようにすべきである。 
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（４）消費税引き上げに伴う中小企業経営への影響の 小化 

商工会議所の調査によると、売上高１千万円以下の事業者は転嫁できた割合が５割と、小規模企業

ほど価格転嫁が困難な実態となっている。価格転嫁が困難な企業においては、消費税引き上げに伴い、

利益率が減少することによって、消費税の滞納が増えている。消費税引き上げに伴う中小企業経営へ

の影響を 小限にとどめるため、以下に掲げる支援策を講じるべきである。 

①消費税徴収の弾力的な運用（消費税の申告期間の延長や延納措置の創設等） 

②消費税引き上げに伴う業績悪化に対する公的融資制度の拡充（金利優遇、別枠措置） 

③滞納防止の観点から、中間納付制度の利用促進に向けた税理士・事業者への周知徹底 

④消費税の少額滞納を防止する観点から課税額の多寡によらず、納付回数を任意に選択できる制度の

創設 

 

（５）消費税の仕入税額控除制度における95％ルールの復活 

平成24年度より、売上高５億円超の事業者において、いわゆる95％ルールが廃止されたことに伴い、

仕入税額控除ができない非課税取引については価格転嫁を行うことが困難であるため、損税が発生し

ている。また、経営資源が乏しい中小企業者にとっては、多大な経理事務負担の増加につながってい

る。 

消費税引き上げ時には、非課税取引における損税が拡大することが想定されることから、円滑な価

格転嫁を実現するため、仕入税額控除における95％ルールを復活すべきである。 

 

２．消費税の複数税率・インボイスは導入すべきでない 

消費税の複数税率については、平成27年度与党税制大綱において、「関係事業者を含む国民の理解を

得た上で、税率10％時に導入する。平成29年度からの導入を目指して、対象品目、区分経理、安定財源

等について、早急に具体的な検討を進める。」とされているが、かねてから主張してきたとおり、以下

の理由により、複数税率制度は導入せず、単一税率を維持すべきである。 

 

（１）複数税率は社会保障制度の持続可能性を損なう 

複数税率は、高所得者へも多くの恩恵が及び、逆進性対策としては非効率である一方、大幅な税収

減を招き、社会保障制度の持続可能性を損ない、財政健全化にも反する。 

失われた社会保障財源を新たに補うためには、社会保障給付の削減や、消費税の再引き上げが必要

となる。 

低所得者対策としては、真に必要な者に対して、所得に応じたきめ細かな給付措置で対応すべきで

ある。 

 

（２）対象品目の線引きが不明確で、国民・事業者に大きな混乱を招く 

与党の消費税軽減税率制度検討委員会において、対象品目として、食料品を対象とした複数のパ

ターンが提示されているが、「酒類を除く飲食料品」における飲食料品以外と飲食料品のセット商品

の取り扱いが不明確になる、「生鮮食品」における異なる種類の生鮮食品の盛り合わせ商品が加工品

扱いになる、「精米」における他の主食的食料品（パンや麺類等）が軽減対象とならない等、国民の

納得を得られない線引きとなるだけでなく、税率の表示や、消費者からのクレーム対応、従業員の教

育等、事業者に大きな負担が発生する。 
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線引きによって類似の品目でありながら公平な取り扱いをすることが困難となる事例が多く発生

し、国民の不満を招くとともに、事業者間の競争を阻害する。 

EU 諸国等では大きな混乱が生じており、レポート等で数多くの問題点が指摘されている。 

 

（３）取引の各段階において、複数の税率を管理する負担が増加する 

約８割の小規模事業者は、帳簿を税込価格で記帳（税込経理）し、売上高・仕入高の年間合計額に

8/108を乗じて、消費税の計算・申告をしている。複数税率が導入されると、品目別に税率を判断して

記帳する区分経理の事務が新たに発生する。 

与党税制協議会において提示されている区分経理については、請求書等保存方式・インボイス方式

いずれの方式を採用しても、品目別に税率が異なることから、川上から川下までの全ての事業者にお

いて、商品の企画・開発段階から発注・仕入、販売、決済、返品対応等の事後処理まで、取引の各段

階で、商品毎に税率を区分・記載・確認する必要があり、現行に比べて事務負担が大きく継続して増

加する。 

とりわけ、規模の小さい事業者ほど、経理事務で IT を利用していない実態（売上高１千万円以下

で約６割）があり、新たな区分経理に対応することは困難である。 

なお、食料品を取り扱う事業者が複数税率へ対応するためには、商品マスタ付き POS や、税抜き経

理に対応した経理システムが必須であるが、商品毎の税率の設定や、システム構築など導入時におい

ても、大きな事務負担や費用負担が発生することになる。 

また、与党軽減税率調査会において対象品目を「米」のみにした場合の区分経理方式とされている、

請求書等保存方式を採用し請求書の発行を事業者に義務付けた場合においては、対消費者向けの現金

取引等において、現在は発行が必要でない帳票類についても、作成・管理・保存が必要となる負担が

増加する。 

 

（４）簡易課税制度の複雑化 

簡易課税制度については、みなし仕入れ率を設定する際に、業種区分を細分化することが想定され

る。本制度はもともと中小事業者の事務負担への配慮から設けられている措置であるが、複雑化する

ことにより、事務負担の軽減という意義が失われるだけでなく、約20万者にも及ぶ簡易課税事業者が

本則課税事業者となることを強いられる懸念がある。 

 

（５）EU 型インボイス方式により、大きく事務負担が増加する 

与党税制協議会では、対象品目を「酒類を除く飲食料品」「生鮮食品」とした場合において、EU 型

インボイス方式の導入が必須とされているが、請求書等保存方式による帳簿による計算方式（売上・

仕入額に消費税率を乗算・割戻し）から、一品毎に消費税額の積み上げ計算を求めるインボイス方式

への変更は、飲食料品を取り扱う事業者に限らず、全ての事業者に対して消費税の経理・納税方法の

変更を強いるものであり、広範囲に影響を及ぼす。 

インボイスが導入されると、免税事業者は税額欄にゼロを記載する必要があるため、BtoB 取引に

おいて、取引先は仕入税額控除ができなくなる。そのため、免税事業者は取引から排除されるという

問題がある。また、BtoC 取引がメインの事業者においても、実際には事業者が購入しているケース

や、消費者向け取引においても、免税点制度への誤解から、消費者から消費税率分の不当な値引き要

求等を受ける懸念がある。そのため、500万を超える免税事業者は、取引から排除され、課税事業者
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を選択せざるを得なくなる。 

 

３．与党税制協議会に示された「日本型軽減税率制度」に対する考え方 

今般、与党税制協議会において、マイナンバーを利用して飲食料品に係る消費税分の還付を行う「日

本型軽減税率制度」が示された。複数税率に対する商工会議所の考え方は、上記に記載のとおり導入反

対であるが、この「日本型軽減税率制度」をインボイスを利用した「EU型軽減税率制度」と比べると、

①社会保障財源の毀損を制限可能であり、低所得者対策として有効、②対象品目が事業者・消費者双方

にとって分かりやすい、③影響を受ける対象事業者が限定されるとともに、単一税率であることからイ

ンボイスが不要であり、取引段階の各段階における区分経理等の事務負担が生じない、ことから商工会

議所が従来主張してきた課題を解決するための１つの案と考える。 

ただし、円滑な導入に向けて、簡便な制度とするとともに、国民のマイナンバーカード利用時の不安

感払拭やセキュリティ強化の対策、マイナンバーカードの普及・広報活動、マイポータルを利用するこ

とが困難な高齢者等への代替手段の提供、代理購買を必要とする高齢の単身者や要介護者等には柔軟に

対応する等の措置を講じる必要がある。 

また、小売・飲食業の事業者に対し専用端末の導入や、POS レジの導入、ソフトの改修、食券販売機・

自動販売機の改修、運用面の支援、通信インフラの整備、通信コストの負担、導入時期の柔軟な対応等、

企業規模や業態、地域別にきめ細かく対応できる対策を講じるべきである。 

 

４．二重課税の見直し 

わが国の税制において、消費税と、印紙税、揮発油税、自動車取得税、酒税等との二重課税の問題が

ある。以下に掲げる二重課税の解消を図ることはもとより、多岐多重に課税される消費課税を抜本的に

見直すべきである。 

①印紙税 

②石油に課せられる税（揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税、石油石炭税等） 

③自動車に課せられる税（自動車取得税の着実な廃止、自動車重量税※） 

※自動車重量税は自動車税との二重課税 

④嗜好品に課せられる税（酒税等） 

⑤その他の税（ゴルフ場利用税、建物に係る不動産取得税、入湯税等） 
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Ⅲ．女性の活躍促進、子育て世代の支援に向けた制度の見直し 

労働力人口が減少する中においても成長を維持していくためには、女性や高齢者が働きやすい環境を整

備し、可能な限り働くことを選択してもらう必要がある。現在、日本の女性の就業率は69.5％と、８割近

い西欧諸国に比して低水準にある。しかし、女性の潜在的就業率は８割を超え、そのうち、約13％（200

万人）が様々な制約の下、働きたくても働けない状況にある。そのため、女性や高齢者の働きたい意志が

尊重される社会の構築とともに、結婚、出産、子育て、教育、復職の各ステージを通じて、より働きやす

くなる支援制度や生活環境を総合的に整備することが不可欠である。 

 

１．女性の働きたい意志を尊重した税制・社会保険制度の見直し 

日本では働きたい、また、子どもを持ちたいとする女性の割合が潜在的に高いにも拘わらず、それを

阻害する要因が多い。女性の働く意志と能力やキャリアが生涯を通じて尊重される社会の構築ととも

に、結婚、出産、子育て、教育、復職の各ステージを通じて、より働きやすくなる支援制度や生活環境

を総合的に整備することが必要である。これは人口減少下にある日本の成長を将来にわたって維持、拡

大していくためにも欠かせない。 

そのためには、離職せずに子育てができる環境の整備に、まずは重点的な財源配分を行うとともに、

夫の協力を含めた柔軟で多様な働き方の促進、子育て終了後の女性の再就職支援策の拡充（企業との

マッチング強化）や企業による再雇用制度の促進、復職のための学び直しやキャリア支援に加え、女性

の職域拡大や創業支援といった総合的かつ抜本的な就労支援策の拡充が必要である。 

とりわけパートタイマーが自ら就業調整する要因である「103万円・130万円の壁」と称される税制・

社会保険上の阻害要因を 大限解消し、より長く働くほど世帯単位で見た場合の収入が増えるなど、経

済的なメリットを享受できる公平で合理的な仕組みに見直していくことが必要である。 

あわせて、企業においても、女性の復職支援、生涯を通じて男性と格差のない人事制度やキャリア形

成を図る企業風土の醸成はもとより、税・社会保険と同様、女性が長く働くことを阻害する扶養手当の

あり方を見直すべきである。 

 

（１）配偶者控除の見直しに関する考え方 ～税額控除制度への移行～ 

現在、税制上の103万円の壁は、配偶者の所得に応じて夫の控除額を段階的に減少させる配偶者特

別控除の導入によって、世帯単位で見た手取り額の逆転は発生せず、解消されている。 

しかし、現行の所得控除制度（基礎控除、配偶者控除、配偶者特別控除）は、累進税率の下では高

所得世帯ほど税負担が軽減されており、多くの子育て層が含まれる低所得世帯（年収300～400万円）

には税負担の軽減効果が小さい。例えば、38万円の所得控除に対して、年収２千万円の世帯では、所

得税率33％で約13万円の軽減、年収300万円の世帯では、所得税率５％で約２万円の軽減となってい

る。 

このため、配偶者控除見直しにあたっては、基礎控除、配偶者控除、配偶者特別控除を一本化し、

所得額によらず税負担の軽減額が一定となる税額控除制度に移行すべきである。その際、夫婦それぞ

れの所得に対して税額控除を適用するとともに、夫婦どちらか一方に控除しきれない税額控除額があ

る場合、他方の税額控除に上乗せする仕組みとすべきである。 

夫婦それぞれの所得に対して税額控除を適用することで、単身世帯との公平性を担保することが可

能となる。また、夫婦どちらか一方に控除しきれない税額控除額がある場合、他方の税額控除に上乗
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せする仕組みとすることで、現在の配偶者控除と同様に専業主婦世帯の税負担の軽減が可能となり、

専業主婦が担っている家庭内での貢献や、地域活動への貢献にも配慮した制度となる。 

 

（２）社会保険制度の見直しに関する考え方～被保険者間の公平性、保険財政的な視点も踏まえて総合

的な検討が必要～ 

被用者保険（厚生年金、健康保険）の保険料負担が生じる130万円の壁（手取額の目減りによる段

差）の影響はより大きく、労働者自身の就業調整、保険料を折半負担する使用者側の雇用調整の大き

な要因となっている。 

さらに、平成28年から施行される短時間労働者への社会保険の一部適用拡大により130万円より低

い106万円の壁が新たに生じ、更なる就労調整を余儀なくされる労働者が増加することも懸念される。

今後、適用対象となる年収要件を更に引き下げたとしても、「壁」が生じる以上、就労意欲の阻害要因

を無くすことにならない。 

従って、保険料負担の発生により手取収入の減少が急激に生じる不合理を解消し、それをなだらか

なものにする制度改正あるいは政策的措置が必要である。 

具体的には、社会保険制度そのものを改正する方法として、①大幅な保険料負担が生じ、手取り額

の逆転が生じる130～154万円の間の保険料負担を、段階的に減額（もしくは還付）する、②就労によ

り被扶養から外れた配偶者を持つ夫の保険料を減額することで、世帯単位で見た手取り額の減少幅を

縮小する、一方で、③公平性の観点から、これまで保険料負担の無かった被扶養者（第３号被保険者）

もしくはその配偶者である夫に対し、被扶養加算（仮称）としてある程度の（追加）保険料等の負担

を新たに求め、その財源によって保険料を減額する者の財源対策とすることが考えられる。 

ただし、年金については支払う保険料額に応じて将来の年金給付額が決まる制度であるため、上記

①もしくは②のように、特定の範囲の被保険者についてのみ保険料を減額する場合は、年金財政の毀

損問題を含め、どのような方法が 適であるか、長期的視点に立った検討が必要である。 

また、社会保険制度そのものを改正せずに壁を縮小する方法として、130万円から急激に生じる手

取収入減少の段差を、政策的な調整措置として一定期間、保険財源以外から一部補てんする現金給付

（女性の就業奨励金（仮称））を行う方法（労働保険特別会計の雇用保険二事業から充当するなど）も

検討すべきである。 

このほか、子育て支援策の一環として、育児休業保険料免除制度（年金・健康保険）を準用・拡充

し、子育てをしながら一定時間以上働く女性のみを対象に保険料を減額する方法等も考えられる。 

以上の方法をいくつか組み合わせて実施することも考えられるが、いずれにしても、被保険者間の

公平性、保険財政的な視点も踏まえて総合的に検討していくことが必要である。 

 

（３）企業による扶養手当の見直し 

社会保険のみならず、約５割の企業が103万円、２割の企業が130万円を基準として扶養手当を支給

しており、世帯単位での手取り額の逆転に拍車をかけている。これも社会保険と同様、なだらかな支

給に変えていく必要がある。 

あるいは、扶養手当を廃止、子育て手当に支給を重点化する等の検討も必要であり、政府はそうし

た企業の取り組みを後押しするインセンティブを設ける等の検討を行っていくべきである。 
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２．公的年金等控除の見直しによる子育て世帯への支援の拡充 

消費税10％の範囲で一定期間は持続可能な社会保障制度とするためには、社会保障給付の重点化・効

率化を徹底・加速化するとともに高齢者の応能負担割合をなだらかに高める必要がある。社会保障給付

の重点化・効率化によって生まれる財源や、女性や高齢者の活躍により増加する所得税収を、若年世代

の結婚、出産、子育て等に係る環境整備や、子育て支援に要する費用に係る税制措置の創設など、少子

化対策に重点的に配分すべきである。 

税制においては、現役世代に比べて手厚い控除が適用されている、公的年金等控除を見直し、子育て

世代への支援の拡充を図るべきである。 

 

３．企業の子育て支援に資する税制措置 

（１）くるみん認定企業に対する税制措置の拡充 

次世代育成支援対策推進法に基づく「一般事業主行動計画」の策定、届け出企業数は増加している

が、「子育てサポート企業認定」（くるみん認定）まで取得する企業は依然として少なく、現行の建物

の割増償却では、企業の認定取得のインセンティブになっていない。企業における仕事と子育ての両

立支援を強力に推進するため、くるみん認定企業で従業員が一定期間以上、育休を取得した場合に、

育休取得者１人あたり一定額を税額控除可能な措置を創設すべきである。 

 

（２）事業所内保育施設の設置・運営費用の税額控除の創設 

企業が、施設・人員配置基準等を満たした事業所内保育施設を設置・運営する場合、１事業主あた

り１施設に限り助成金が支給される。しかしながら、助成額や助成期間は限定的で、複数の施設を設

置する場合は助成されない。このような状況から、企業にとって、事業所内保育施設は、将来にわたっ

て過大な負担が予想され、設置に踏み切りにくい状況にある。待機児童問題を解消する一助として、

事業所内保育施設の設置を促進する観点から、設置基準等を満たした上で、助成金の対象とならない

場合は、設置・運営費用の一定割合を税額控除する措置を創設すべきである。 
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Ⅳ．円滑な事業承継に向けた抜本的な見直し 

昨年、東京商工会議所で実施した「東京23区内企業の事業承継の実態に関するアンケート調査」におい

て、60歳以上の経営者の割合は６割を超えており、また、事業承継の時期については、「５年以内」とす

る回答が約６割を占めるなど、多くの企業が今後５年以内に経営者を交代したいと考えており、事業承継

のタイミングを迎えている。 

一方、円滑な事業承継が進まず、高度な技術等、競争力を有しながらも、廃業や海外企業への株式売却

を検討する中小企業も少なくない。中小企業は地域経済の中核を担い、雇用の受け皿として重要な役割を

果たしており、わが国の経済成長の実現のためには、中小企業が事業を継続し、保有する経営資源を次代

に繋ぎ、成長していくことが必要不可欠である。 

経営者の経営努力で企業を成長させればさせるほど、非上場株式の評価が高くなり、中小企業の事業承

継を困難にするのみならず、企業の成長に対して負のインセンティブを生じさせることになる。経営者が

交代する際、非上場株式が売却されることなく後継者に承継され、企業の経営実態はそれまでと何ら変わ

らないにも関わらず、多額の相続税・贈与税負担が課せられることは適切でない。また、大企業を中心に

業績の回復傾向が続き、上場企業の株価が上昇していることから、中小企業の業績は変わらないにも関わ

らず、類似業種比準価額方式における取引相場のない株式の評価額が著しく上昇し、円滑な事業承継の阻

害要因となっている。 

すでに分散している株式の集中化や、後継者以外の経営に関わらない相続人への事業用資産の分散の防

止等、事業承継にあたって中小企業が乗り越える課題は多岐にわたっている。 

そのため、中小企業の多様なニーズ、急激に進む経営者の高齢化、労働力人口の減少等雇用環境の変化、

事業承継の形態の多様化といった経営承継円滑化法施行時からの状況の変化に対応すべく、事業承継税制

の抜本的な見直しを早急に図る必要がある。 

中長期的には、中小企業が事業用資産を損なうことなく、十分な形で次世代に事業を承継できるよう、

わが国の事業用資産の承継に係る非課税措置を実現する必要がある。 

 

１．事業承継税制の抜本的な見直し 

（１）発行済議決権株式の総数等の「２／３要件」の100％への拡充 

納税猶予の対象となる自社株式について、相続等により取得した議決権株式等と、相続開始前から

保有していた議決権株式等を合わせて、発行済議決権株式の総数の２／３までとする上限があるが、

これを撤廃し、全ての株式を対象とすべきである。相続時に実質的に売却困難である３分の２を超え

る株式は相続税負担がかかるため、事業の円滑な承継が困難となっている。 

 

（２）相続税の納税猶予割合の100％への引き上げ 

経営承継円滑化法成立時の付帯決議において検討課題とされた、相続税の納税猶予割合の100％へ

の引き上げについて、早急に実現すべきである。発行済議決権株式の総数等の３分の２までとする上

限かつ80％の納税猶予では、結果として猶予効果は半分（約53％）にとどまり、効果が薄いことが利

用の進まない原因の１つとなっている。 

 

（３）兄弟等複数人での承継の対象化 

人材が限られる中小企業においては、兄弟等で経営を行っている場合が少なくない。東京商工会議
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所の調査では、後継者以外の兄弟・姉妹が自社に勤務している割合は３割強であり、約５割の企業に

おいて、後継者以外にも株式を承継させるとの結果であった。現行制度では後継者を１人に選定しな

ければ納税猶予制度を利用することはできないが、後継者の選定を税制で歪めるべきではない。 

他方、経営資源としての議決権株式の分散を防止し、安定的な経営を継続することは重要である。

このため納税猶予制度の特例として、兄弟等で経営を行っている場合は、猶予対象となる後継者を「常

勤で代表権のある者」まで拡大し、複数人での承継を認めるべきである。 

 

２．取引相場のない株式の評価方法の見直し 

継続事業体（ゴーイングコンサーン）として存在している中小企業が、世代を超えて雇用を確保し、

高度な技術等を次世代につないでいくことは、経済成長の実現のために必要不可欠である。しかし、取

引相場のない株式は、中小企業経営者が経営努力により収益を向上させることによって、企業価値を向

上させるほど、評価額が高くなり、相続税負担が重くなるという弊害が生じるなど、円滑な事業承継の

大きな阻害要因となっている。後継者が事業承継時に売却して換金することができないことから、取引

相場のない株式の評価方法を見直すべきである。 

財産評価基本通達で原則的な評価方法とされている時価純資産方式のような企業の清算を前提とし

た株式の評価方法に替えて、事業の継続を前提として、配当還元方式の適用拡大や、DCF（ディスカウ

ント・キャッシュ・フロー）方式、収益還元方式、類似業種比準価額方式の併用を柔軟に認めるべきで

ある。 

現在、大企業を中心に業績の回復傾向が続き、上場企業の株価が上昇していることから、中小企業の

業績は変わらないにも関わらず、類似業種比準価額方式における取引相場のない株式の評価額が著しく

上昇しており、円滑な事業承継の阻害要因となっている。そのため、早急に類似業種比準価額方式にお

ける斟酌率の引き下げや、数年間の類似業種の平均株価を選択可能とする等、評価方法の見直しや、株

式評価額の軽減措置等の対策が必要である。 

 

３．分散した株式の集中化を図る税制措置 

商法上、株式会社の発起人が７人以上必要とされた時代があり、実質的な創業者以外の他の発起人が

株式を分散保有している会社も多い。これらの株式を経営者が取得する場合、当該非上場株式が高く評

価され、買い戻しが極めて困難になっている。また、先代経営者が社員に株式を贈与または額面価額で

譲渡している場合や、株主の相続等で株式が分散している場合にも同様の問題が生じている。 

安定的な事業継続を確保する観点から、分散した株式の集中化を図るため、特例的評価方式（配当還

元方式）での買い取りを認めるとともに、発行会社が買い取る場合の譲渡株主（個人）のみなし配当課

税および譲渡者から残存株主へのみなし贈与課税の適用停止等の措置を講じる必要がある。 

また、同族株主判定の際に基準となる「６親等内の血族（はとこ）、３親等内の姻族（配偶者の甥・

姪）」は、親族関係が希薄化した現在では馴染まず、また、会社経営に関与していない株主であっても、

同族株主に該当するがゆえ株式の相続税評価が高額となり、当該株主にかかる相続税の負担が重くなる

ほか、これら株主から発行会社やその経営陣が高額な相続税評価額による株式の買い取りを請求される

等のトラブル事例も見受けられるため、早急にその範囲を縮小すべきである。 
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４．事業承継税制の活用に向けた改善 

（１）中小企業の採用・雇用を巡る状況を踏まえた雇用要件の不断の見直し 

日本の人口は減少局面を迎えており、労働力人口割合も減少を続けている中、雇用を維持し続ける

ことは、今後、一層厳しくなることが予測される。また、景気の回復に伴い、大企業が採用を強化し

ており、中小企業を巡る採用環境は非常に厳しく、採用を予定していても、予定人員を確保できない

ケースがある。中小企業の採用・雇用を巡る状況を踏まえ、雇用要件の不断の見直しが必要である。 

 

（２）事前確認制度の利用促進に向けた措置 

平成25年度税制改正において、経済産業大臣の事前確認が不要となったことから、中小事業者が制

度の詳細内容を認識しておらず、相続開始時に要件を満たしていないことを理由に、制度を利用でき

ないという事態が生じている。 

相続開始前に事業承継に向けた取り組みを促進させるため、事前確認制度利用者に対し、インセン

ティブを与えるような措置を講じるべきである。 

 

（３）都道府県への支援措置に係る認定等の移譲について 

第５次地方分権一括化法により、事業承継の支援措置に係る認定等が都道府県に移譲されることと

なったが、都道府県によって認定の格差や事業者への対応に問題が出ないよう、今まで認定業務を

行っていた経済産業局と都道府県との徹底した情報共有等が必要である。 

 

（４）事業承継税制の更なる周知・PR 

平成27年１月より事業承継税制の一部要件緩和が施行されたところであるが、東京商工会議所のア

ンケート調査において、事業承継税制を「知っている」または「名前は聞いたことがある」とする回

答が半数以上を占めたものの、「知らない」との回答も約４割にのぼっている。 

事業承継税制について、未だに知らない経営者も一定数存在することから、制度の普及・促進に向

けた広報活動の一層の強化が必要である。 

 

（５）贈与税の納税猶予の認定取り消し時に相続時精算課税制度を選択可能とする措置 

贈与税の納税猶予の認定が取り消された場合に、暦年課税制度による贈与税の負担に加え、５年以

内の取消しは納税猶予開始後、５年経過後の取消しは５年経過後の期間について利子税が賦課される

ため、事業承継が極めて困難になる。認定取消し時のリスク軽減を図る観点から、相続時精算課税制

度を選択可能とする措置を講じるべきである。 

 

（６）提出書類に係る宥恕（ゆうじょ）規定の創設 

東京商工会議所の調査では、事業承継税制を利用しての使いづらい点として、「提出書類が煩雑で

わかりにくい」との意見が多く寄せられた。納税猶予制度を受けるためには、納税猶予適用の認定申

請や事業継続の報告書、報告に係る確認書等、数多くの煩雑な書類を提出する必要があり、提出期限

も書類によって異なっており、大きな負担となっている。 

書類提出の不備等により、納税猶予を利用できないことのないよう、提出書類についての宥恕規定

を創設すべきである。 
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※宥恕規定：特例要件（課税軽減措置）に必要な書類に不備があったとしても、その不備にやむを得ない事

情があると税務署長が認めた時に、特例措置を認める規定 

 

（７）信託を活用した株式の納税猶予制度の適用化 

事業承継の選択肢を増やす観点から、株式の信託を活用した場合について、納税猶予制度の適用を

認めるべきである。 

 

５．担保提供している個人の事業用資産の評価方法の見直し 

中小企業経営者の個人資産に占める事業用資産の割合は６割を超え、所有と経営が一体である中小企

業は、事業資金の借入のために個人資産を担保提供している場合が多い。法人経営のために提供した個

人資産は債権者の承諾なしには処分できず、資産価値としては大きな制約を受けている。 

法人経営のために担保提供した個人資産は、事業用資産に準ずるものとして扱い、担保付き個人資産

の評価額の一定割合を減額する特例の創設（減額は担保に入っている借入金の総額を上限）等、相続税

の評価方法の見直しを検討すべきである。 

 

６．相続時精算課税制度の見直し 

相続時精算課税制度を利用することにより、事業用資産を後継者に集中させることが可能であるが、

相続時精算課税に係る贈与によって取得した宅地等については、小規模宅地等の特例の適用が認められ

ていない。そのため、事業承継に相続時精算課税制度を利用した場合においても、小規模宅地等の特例

の適用を認めるべきである。 

 

７．個人事業主の事業承継に対する支援措置 

個人事業主の事業用資産で も大きい比重を占めている土地については、平成25年度税制改正におい

て小規模宅地の特例の抜本的な見直しが行われており、個人事業主の円滑な事業承継に大きく寄与して

いるところである。一方で、地方の個人事業主の中には、資産における建物の割合が高い事業者も存在

しており、事業承継時の阻害要因となっているケースもある。そのため、小規模企業の約６割を占める

個人事業主の事業承継の円滑化のため、個人事業主の事業用建物に係る相続税を軽減する措置について

検討すべきである。 

なお、個人事業主は納税事務に割ける人員が限られており、利用要件が複雑化した場合、制度自体の

利用が困難となる。そのため、個人事業主の事業用建物に係る相続税の軽減措置を検討する際には、現

在の小規模宅地の特例における事業継続要件を維持することが不可欠である。 

  



－342－ 

 

 

Ⅴ．中小・中堅企業の生産性向上・成長に資する税制措置 

１．企業の生産性向上を後押しする税制措置 

（１）中小企業投資促進税制の延長（前倒し廃止の反対：再掲） 

大企業を中心に、円安による企業収益の改善を受け、設備投資の機運が高まってきている。一方で、

中小企業は人手不足、人件費・電力料金の上昇などが足かせとなり、設備投資の回復ペースにばらつ

きが出ている。民間投資活性化等のための税制改正大綱で措置された、中小企業投資促進税制の上乗

せ措置については、中小企業の生産性向上のために必要であることから、前倒し廃止には反対であり、

今後も継続すべきである。なお、マイナンバーへの対応など IT 化による中小企業の生産性向上に向

け、ソフトウェア等の要件を拡充すべきである。 

①マイナンバーへの対応など、中小企業の IT 化による生産性向上を図る観点から、サーバー用電子

計算機、ソフトウェアの１台、１基あたり取得価額30万円以上、複数基計70万円以上要件を緩和す

べきある 

②資金の調達が困難なこと等により、中古設備を活用して生産性向上を図る事例も多く見られるた

め、中古設備を対象資産に加えるべきである 

③生産ラインやオペレーションの改善に資する設備（Ｂ類型）における「設備投資計画申請書」等の

書類作成は中小企業にとって負担が大きいことから、簡素化すべきである 

 

（２）少額減価償却資産の取得価額の損金算入制度の拡充・本則化 

少額減価償却資産の特例は、中小企業46万社が活用するなど、利用頻度が高く恒常的に利用されて

おり、中小企業の納税事務負担の軽減に大きく寄与している。一方で、経営環境の変化の速さから、

随時更新が必要なサーバーやセキュリティ機器、製造業等で減耗の激しい器具等の更新によって、取

得合計額の上限（300万円）を超えるケースも多い。また、来年度導入される、マイナンバー対応の

ために導入が必要な償却資産（PC、事務用機器）についても、利用されることが想定されているが、

上限額（30万円）を超える償却資産もある。 

中小企業の生産性向上および納税事務負担軽減の観点から、現行の対象資産の限度額（30万円未満）

の引き上げ、および取得合計額の上限（300万円）を600万円まで引き上げたうえで、本則化すべきで

ある。 

 

（３）研究開発税制の拡充・運用面の大幅な改善 

わが国のものづくりを支える中小企業の技術開発や研究開発を後押しし、グローバル競争に打ち勝

つために、研究開発税制について、以下に掲げる措置を講じるべきである。 

①中小企業の研究開発を後押しするため、中小企業技術基盤強化税制を拡充し、税額控除率（12％）

を引き上げるべきである。 

②安価で安定的なエネルギー供給を促進するため、省エネや新エネ等に係る研究開発費について、研

究開発税制に上乗せして税額控除を可能とする措置を創設すべきである。 

③経営資源の限られた中小企業は、一人の人員が研究開発とともに他の業務を兼務することが多い

が、研究開発税制の対象となる人件費は、専門的知識を持って試験開発の業務に「専ら」従事する

ことが求められており、使い勝手が悪く、利用率が低迷している原因になっている。中小企業の研

究開発への取り組みを強力に支援するため、中小企業の場合は、専属的に従事せずとも、担当業務
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への従事状況が明確に区分されていれば、試験研究費の対象となる人件費を概算比率で計上可能と

することや、従業員の研究開発活動割合が 80％以上である場合に、その従業員に係る賃金の全て

を人件費の対象とするなど、大胆に運用面を改善すべきである。 

④試験研究費の対象費目（製造原価）の明確化が、利用促進には必要不可欠であることから、テンプ

レート等の作成、中小企業への周知・徹底等の方策を講じるべきである。 

 

（４）民間非営利研究法人の研究施設や設備に係る固定資産税の非課税措置の創設 

民間非営利研究法人（非営利型一般財団法人の研究機関）は、基礎的な先端研究や、国際的 

な知的財産の標準化に取り組み、日本の産業競争力強化に寄与しており、研究施設（土地・建 

物）や、研究設備に係る固定資産税は非課税とすべきである。 

 

（５）グリーン投資減税の拡充・延長 

長期エネルギー需給見通し（エネルギーミックス）で示された再生可能エネルギーの 大限の導入

と国民負担抑制の両立という基本方針のもと、自然条件によらず安定的な運用が可能な再生可能エネ

ルギーの積極的な拡大につながる設備導入を促進するため、即時償却の対象範囲を拡大するなど、グ

リーン投資減税の拡充・延長を図るべきである。 

 

２．企業の成長に資する税制措置 

（１）人材不足に対応するための税制措置 

現在、新規求人倍率は1.78倍（2015年６月）と、景気の回復に伴い、大企業が採用を強化しており、

中小企業を巡る採用環境は非常に厳しく、採用を予定していても人員を確保できない等の問題が生じ

ている。経営資源が限られている中小企業にとって、人材の確保や能力開発は極めて重要であり、以

下の税制措置が必要である。 

 

①雇用促進税制の拡充・延長 

採用環境の厳しさから、中小企業は採用活動が長期間にわたり、採用活動に伴う費用が増大してい

る。中小企業の人材採用を支援する観点から、雇用促進税制の適用期限を延長するとともに、採用活

動に伴う費用を上乗せし、税額控除額（１人あたり40万円）を拡充すべきである。その際、利用促進

を阻害しているとの指摘が多い、適用年度開始後２か月以内のハローワークへの「雇用促進計画」提

出の要件を撤廃すべきである。 

 

②中小企業の教育訓練費の税額控除制度の創設 

人材不足の中、経営資源が限られている中小企業において、人材の確保や能力開発は極めて重要で

ある。中小企業の教育訓練費の一定割合を税額控除する制度を創設すべきである。 

 

（２）市場開拓や販売促進費用の一定割合の税額控除 

中小企業が事業を拡大し、収益を上げていくためには、技術開発・研究開発・設備投資等により開

発した製品の市場開拓や販売促進が不可欠であり、中小企業の市場開拓や販売促進等を後押しする税

制措置の創設が必要である。 
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（３）経営力向上に資する税制措置の創設 

中小企業の収益性を向上させ、雇用の増大や地域の活性化が図られる好循環を創り出すため、経営

コンサルティング費用や ISO 取得費用等の一定割合の税額控除等、中小企業の経営力向上や事業意欲

向上に資する税制措置を創設すべきである。 

 

３．新規創業・ベンチャーを後押しする税制 

開業率が廃業率を下回る状況が続いており、企業数の減少に歯止めをかけ、経済活力を維持するため

には、創業の促進が不可欠である。創業による、産業の新陳代謝や成長分野の牽引は、経済活力を増大

するのみならず、雇用の増加にも大きく貢献するものである。開業率10％台の目標達成に向け、創業マ

インドの醸成や、創業準備段階から強力なサポートを実施するとともに、税制面から強力に支援してい

くことが必要である。 

とりわけ、創業時においては、会社設立の資金をはじめ、初期の設備投資や運転資金、顧客開拓資金

等に多額の資金が必要な一方、創業後は十分な資金を調達することが困難なケースが多い。起業家精神

を発揮し、新分野や新技術へ果敢に挑戦する企業を支援するため、以下の税制措置を講じるべきである。 

 

（１）創業後５年間の法人税・社会保険料の減免措置 

創業後５年程度は黒字であったとしても、事業活動が不安定で経営基盤が安定しない企業が多い。

そのため、中小企業のスタートアップ時の経営基盤を強化し、企業の拡大・発展を強力に後押しする

ため、中小企業支援機関等の創業支援を受けた創業者に対して、創業後５年間の法人税免税、社会保

険料の減免措置を図るべきである。 

 

（２）創業者の登録免許税の軽減措置の延長・拡充 

創業時の負担軽減を図るため、産業競争力強化法に基づき認定された「創業支援事業計画」におけ

る特定創業支援事業を受けた創業者の登録免許税について、適用期限を延長するとともに、個人事業

主として創業した後に法人形態を選択した場合の登記や、株式会社以外の法人（合同会社等）を設立

登記する場合も対象とすべきである。 

 

（３）研究開発型ベンチャー企業の支援に資する、パテント・ボックス税制の創設 

中小企業の知的財産権の国内保有の推進や、創薬ベンチャー等の研究開発型のベンチャー企業を支

援する観点から、パテント・ボックス税制（知的財産権に起因する収益に対する軽減税率の適用）を

早急に創設すべきである。 

 

４．企業の前向きな投資を阻害する税制の廃止 

（１）同族会社に対する留保金課税の廃止 

激しい経済変化に対応し、安定した事業経営を行うためには、優秀な人材確保や育成、設備投資、

技術開発や研究開発等の将来に向けた投資が必要である。企業が厳しい競争を勝ち抜き成長するた

め、投資の源泉となる利益の蓄積と自己資本の充実による財務基盤の強化は極めて重要である。留保

金は必ずしも現預金や有価証券等の形で保有されているとは限らない。また、中小企業の同族会社は

大企業と異なり、設備投資の際の資金調達は、金融機関からの借入金が中心となっており、資金繰り

の悪化等により借入が難しい場合に備え、内部留保を蓄積しておく傾向がある。自己資本の充実を抑
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制し企業の成長を阻害する留保金課税の拡大は反対であり、むしろ資本金１億円超の同族会社に対し

ても廃止すべきである。 

 

（２）企業の前向きな設備投資を阻害する償却資産に係る固定資産税の廃止 

償却資産に係る固定資産税は、企業の前向きな設備投資を阻害するものであり、また、国際的にも

稀な税制であることから、廃止すべきである。一方で、特定の市町村において大きな財源となってい

ることもあり、とりわけ中小企業の前向きな成長を阻害している機械・装置に係る固定資産税につい

て、優先的に廃止すべきである。少なくとも、新規投資における機械・装置に係る固定資産税の廃止

および、免税点（150万円）の引き上げを図るべきである。 

少額減価償却資産の対象資産について、国税（30万円）と地方税（固定資産税（20万円））におい

て、その対象が異なるため、事業者は申告のために帳簿の二重管理等の納税事務負担を強いられてい

る。本来、償却資産に係る固定資産税は、廃止すべきであるが、暫定的に二重管理の弊害を排除する

ため、当面、国税の基準に統一すべきである。 

 

（３）企業の前向きな投資を阻害する事業所税の廃止 

事業所税は、都市計画税が徴収される中にあって、すでにその目的を達成している。また、都市間

の公平性の観点から問題であるとともに、新規開業や事業所の立地等を阻害する追い出し税となって

いる。 

さらに、赤字企業にも課税される事業に対する外形課税であり、固定資産税との二重負担との指摘

もある。課税算出根拠が「事業所面積」、「従業員給与」となっていることから、企業の成長に向けた

前向きな活動を阻害している。中小企業の成長を阻害している事業所税は、早急に廃止すべきである。 

 

５．企業の活力強化を促す税制 

（１）地球温暖化対策税の使途拡大、森林吸収源対策等の新税導入に反対 

平成27年度税制改正において、森林吸収源対策および地方の地球温暖化対策に関する財源の確保に

ついて、財政面での対応、森林整備等に要する費用を国民全体で負担する措置等、新たな仕組みの導

入に関し、森林整備等に係る受益と負担の関係に配意しつつ、COP21に向けた2020年以降の温室効果

ガス削減目標の設定までに具体的な姿について結論を得ることとされた。 

しかしながら、震災後、電気料金・エネルギーコストの高騰や供給不安が企業規模を問わず、新た

な投資や雇用の拡大を阻害している。森林吸収源対策等については、今後徹底した省エネの推進に取

り組まなければならない中小企業に対し、化石燃料起源の CO2排出抑制対策を目的に導入された地球

温暖化対策税の使途拡大や新税導入等によって新たな税負担を増やすべきでない。すなわち、地球温

暖化対策税の税収は、本来の使途である中小企業の省エネ支援策の拡充に充てるべきである。 

 

（２）役員給与の全額損金算入化、期中の役員給与引き下げを柔軟に認めるべき 

役員給与については、税法上は、定期同額給与、事前確定届出給与、利益連動給与の３類型の役員

給与のみ損金算入が認められている。役員給与は職務執行における対価であることから、原則、全額

損金算入とすべきである。 

少なくとも、非同族会社にのみ認められている利益連動給与に関しては、中小企業経営者の成長へ

の意欲向上を図る観点から、同族会社も適用対象とすべきである。 



－346－ 

 

なお、事業年度開始後に損金算入が認められる役員給与改定事由のうち、「通常改定」は、事業年

度開始から３か月以内に限られ、３か月後以降は「特別な事情」がない限りは認めないものとされて

いるが、年間を通じて好不況の変動が激しい中小企業の実態を踏まえ、年度途中での改定を事業年度

開始から半年後まで認める等、弾力的かつ機動的な仕組みとすべきである。とりわけ、「業績悪化改

定事由」の狭義の解釈により、期中における役員給与の引き下げが困難な実態があり、中小企業の赤

字法人増大の一因ともなっている。期初の業績目標に達しない際に、期中に役員給与を引き下げて収

益を確保することは当然の経営行動であることから、役員給与の引き下げは柔軟に認めるべきであ

る。 

 

（３）企業年金の拡充 

将来的な公的年金のスリム化が懸念される中、自助努力の仕組みとして企業年金制度の重要性がま

すます高まっており、多くの中小企業が企業年金制度を導入できる柔軟な仕組みの構築が必要であ

る。とりわけ税制面においては、確定給付企業年金（DB）の将来の積立不足に備え、企業の実情に応

じて、掛金の拠出拡大を一定の範囲内で認める措置を講じるべきである。 

また、企業年金の持続性・健全性を著しく損なう企業年金積立金に対する特別法人税は、撤廃すべ

きである。 

 

（４）印紙税は速やかに廃止すべき 

印紙税は消費税との二重課税であるとともに、電子商取引やペーパーレス化が進展する中、文書を

課税主体とすることに合理性がなく、時代に即していない税制である。 

電子化への対応が比較的遅れている特定の業界や中小企業に負担が偏っており、課税上の不公平感

が生じている。課税文書の判定が難しく事務負担が重いこと、一取引について何重にも課税されるこ

と等の制度上の問題点も多い。そのため、印紙税は速やかに廃止すべきである。 

 

６．中小企業の国際化を支援する税制措置の拡充 

少子高齢化に伴う国内市場の縮小、経済のグローバル化の進展に対応するために、中小企業において

も輸出や事業の国際化等の海外展開を積極的に推進し、アジア等の活力を取り込んで成長していくこと

が重要となっている。 

海外展開を行う中小企業は、国内事業のみを行う企業と比べ､国内での売上や雇用の拡大を実現し、

国内の経済成長に大きく貢献している。 

しかしながら、海外展開には、格段に大きな困難が伴うため、中小企業の海外展開を後押しするとと

もに、海外展開後に国内へ利益を還流し、国内の経営基盤強化を支援する税制措置が必要である。 

 

（１）海外展開で得た利益の国内への還流促進に資する税制措置の拡充 

海外市場の開拓により、輸出による外需の取り込み、現地生産による新たな需要の創出等の動きが

今後も加速する中、わが国企業が国内に研究開発拠点等の機能と雇用を残しつつ、海外において利益

を確保し、それを国内に還流させ、新たな投資と雇用につなげていく好循環を創り上げていくことが

極めて重要であり、以下に掲げる税制措置が必要である。 

  



－347－ 

 

 

①中小企業における受取配当金の全額益金不算入の実現 

平成21年度税制改正において、海外展開による利益の国内への還流を促進するため、海外子会社か

らの受取配当金益金不算入制度が導入されたが、海外子会社投資関連費用として５％分が相殺され

95％が益金不算入となっている。中小企業の海外展開をより一層促進する観点から、受取配当金を全

額益金不算入とすべきである。 

 

②租税条約の締結・改定による現地子会社の配当等の源泉税率の見直し 

成長著しい中国、インド等を中心とした各国との租税条約の改定等を順次行い、現地子会社の配

当・知的財産権使用料等の源泉税率を早急に見直すべきである。また、中国やインド等で発生してい

る不透明な PE 課税等による紛争事案に関しては、中小企業では対処が事実上困難であることから、

相手国との交渉への支援等を官民挙げて積極的に行うべきである。 

 

③外国税額控除の抜本的な見直し 

外国税額控除限度超過額および控除余裕額の繰越期間については、現行の３年から米国並みの10

年に延長すべきである。少なくとも、繰越年数経過後の控除限度超過額については損金算入可能とす

べきである。 

 

（２）タックスヘイブン対策税制のトリガー税率の見直し 

タックスヘイブン対策税制の軽課税国の判定基準は、平成27年度税制改正において20％以下から

20％未満に引き下げられた。タックスヘイブン対策税制の対象国となった場合、適用除外基準に該当

する証明資料の作成等、経営資源の乏しい中小企業においては、重い事務負担が課せられることにな

ることから、トリガー税率については、海外諸国の状況を踏まえ、随時見直しを図るべきである。 

 

７．事業再生・再編を支援する税制措置の拡充 

中小企業は、地域経済の活力維持や雇用確保等といった重要な社会的機能を持つ。しかしながら、中

小企業の多くは経済政策の恩恵を十分に受けることができず、また消費増税の影響もあることから、依

然として厳しい経営環境にあると考えられる。以上を勘案すると、中小企業の事業再生・継続や、競争

力の強化に向けた事業再編への取り組みを力強く後押ししていくべきと考える。 

 

（１）中小企業再生支援協議会関与による事業再生における過年度減価償却不足額の損金算入 

「中小企業再生支援協議会実施基本要領」に定める手続きに従って再生計画が策定される場合には、

再生計画検討委員会による再生計画の調査・報告を要せず、外部専門家によって作成された実態貸借

対照表の過年度減価償却不足額を限度として、再生計画に従って損金経理をしたときは、損金算入を

認めるべきである。 

 

（２）経営者の私財提供に係る特例の要件等の延長・緩和 

平成25年４月１日から平成28年３月31日までの間、合理的な再生計画に基づき、再生企業の保証人

となっている経営者が行う事業用資産の私財提供について、一定の要件の下、譲渡所得を非課税とし

ているが、これを恒久化または延長をするとともに、「中小企業再生支援協議会実施基本要領」に定
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める手続きに従って再生計画が策定される場合には、再生計画検討委員会による再生計画の調査・報

告を要せず、この規定の適用ができることとし、かつ、「保証人となっている取締役または業務を執

行する社員」の要件を「保証人となっている取締役等（取締役、業務執行社員、株主およびこれらの

親族）」とすべきである。 

 

（３）協議会関与の下でのサービサー債権の買取りに係る債務免除益の繰延 

「中小企業再生支援協議会実施基本要領」に定める手続きに従って債務者企業がサービサー等一定

の金融機関から債権を買い取る再生計画が策定される場合には、再生計画検討委員会による再生計画

の調査・報告を要せず、買取りに係る債務免除益について再生計画期間中は課税を繰り延べ、再生計

画期間後５年間など一定期間で均等額以上を益金に算入するなどの措置を講じるべきである。 

 

（４）事業再生ファンドによる債権放棄の特例の延長 

企業再生税制において認められている、金融庁長官および経済産業大臣が指定する事業再生ファン

ド（特定投資事業有限責任組合契約）により債権放棄が行われた場合の特例について、期限を延長す

べきである。 

 

（５）中小企業の事業再生に係る軽減措置の延長 

産業の新陳代謝を活性化させるため、中小企業承継事業再生計画の認定を受けた中小企業者の会社

分割や事業譲渡に要する登録免許税の軽減措置について、期限を延長すべきである。 
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Ⅵ．民間投資や消費を喚起し、持続的な経済成長に資する税制措置  

１．新築住宅の固定資産税の特例をはじめ、住宅に係る租税特別措置の延長 

景気回復を確実なものとするとともに、経済成長のためには、経済波及効果が大きい住宅需要を喚起

する必要がある。そのため、住宅取得を後押しする租税特別措置等は延長が必要である。 

 

（１）新築住宅における固定資産税を２分の１に減免する措置の恒久化 

住宅取得に係る負担軽減に寄与し、全国的な住宅需要を安定的に支えていることから、新築住宅にお

ける固定資産税を２分の１に減免する措置を、恒久化すべきである。 

 

（２）居住用財産（特定居住用財産）の買換え特例の延長 

マイホームの買換えや住み換えを促進する観点から、特定居住用財産を買換えた場合に譲渡益の課

税を繰り延べる特例、居住用財産（特定居住用財産）の買換え、譲渡の場合の譲渡損失の損益通算・

繰越控除の特例を延長すべきである。 

 

（３）住宅および住宅用土地の取得に係る不動産取得税の特例の延長 

不動産流通の促進を図る観点から、住宅用土地に対する不動産取得税の特例措置および、デベロッ

パー等に対する新築家屋のみなし取得時期の特例措置について、延長すべきである。 

 

２．内需拡大・地域創生を実現するための税制措置 

（１）中小企業の交際費の損金算入措置、接待飲食費に係る50％損金算入措置の延長 

交際費の損金不算入制度は、資本蓄積のための冗費節約を目的として導入されたが、現在の経営環

境が厳しい中で、企業は冗費を支出する状況にない。そもそも、企業経営上、交際費は既存顧客との

関係維持や新規顧客の開拓に必要な費用であり、企業会計上も費用計上可能となっている。取引先が

限定されるケースが多い中小企業においては、営業活動を行う上で、特定の取引先に対する販売促進

活動が不可欠である。そのため、中小企業の交際費課税の損金算入措置は延長すべきである。 

また、企業の交際費支出の増加によって、国内消費が喚起され、法人税、所得税、消費税等の税収

の増加も見込まれる。民間消費の更なる喚起の観点から、接待飲食費に係る50％損金算入措置を延長

するとともに、税務上の交際費の範囲から除かれる飲食費（１人あたり５千円以下）について、上限

を１万円程度まで引き上げるべきである。 

 

（２）自動車関係諸税の簡素化・負担軽減 

自動車関係諸税は、欧米諸国と比べ極めて過重なユーザー負担が課されているため、消費税率10％

段階において、簡素化・負担軽減実現の観点から見直しが必要である。具体的には、自動車取得税を

確実に廃止するとともに、自動車税の税率を引き下げ、自動車重量税について、将来的な廃止に向け、

まずは「当分の間税率」を廃止すべきである。 

新たな負担である自動車税・軽自動車税の環境性能課税については、対象車を限定するなど、過度

な負担とならない制度設計にすべきである。また、同税は、簡素化・負担軽減の観点から車体課税全

体の見直しと合わせて検討すべきであり、本税目のみで先行決着すべきでない。 

適用期限が到来する自動車税・軽自動車税のグリーン化特例については、現行制度のまま、１年間
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延長すべきである。 

 

（３）防災・減災に係る税制措置の創設 

防災・減災の観点から、BCP（事業継続計画）を策定し、災害発生時の事業継続に備える動きが活

発化している。地震対策のより一層の促進や内需喚起の観点から、災害時における事業継続に有効な

免震・制振装置および自家発電装置に対する設備投資減税の創設、特定建築物以外の事務所や工場等

の建築物について、地震対策のために改修や建替えを行った場合の即時償却、改修等によって資産価

値が上昇した場合の固定資産税や都市計画税の減免等、思い切った措置を講じる必要がある。 

 

（４）土地建物等の譲渡所得と他の所得との損益通算措置の復活 

平成16年度税制改正において、土地建物等の譲渡所得と他の所得との損益通算措置が廃止された

が、含み損を有する不動産の売却を滞らせ、不動産の流通に多大な弊害をもたらしている。不動産の

流通を活性化させ、内需を喚起する観点から、土地建物等の譲渡所得と他の所得との通算措置を復活

させるべきである。 
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Ⅶ．「地方疲弊の深刻化」に対する地方創生の取り組み 

地方創生の実現に向け、地域資源を 大限活用した産業創出や、効果的・機能的なまちづくり、社会資

本整備を推進することで、地域力の向上を図り、魅力ある地域経済を形成する必要があり、税制面では以

下の措置を講じるべきである。 

 

１．地方創生に向けた取り組み 

（１）地域中小企業の生産性向上に資するコンパクトシティ形成の推進 

多くのまちにおいて、医療・福祉・商業などの都市機能が拡散し、居住密度が低下している。今後、

急速な人口減少・高齢化が見込まれる中、持続可能なまちを実現するには、中心市街地などの一定の

場所に都市機能が集まり、その近隣に人々が暮らす、コンパクトシティの形成が不可欠である。こう

した取り組みの主体として、認定特定民間中心市街地経済活力向上事業計画に基づく事業を実施する

民間事業者（まちづくり会社等）に対する登録免許税の減免措置を延長するなど、その活動基盤強化

に向けた税制上の優遇措置を拡充すべきである。 

 

（２）空き地・空き店舗の利活用促進に資する税制措置 

中心市街地における空き地・空き店舗は、都市規模に関わらず、多くの地域で問題となっており、

計画的な都市機能の整備や、まちのにぎわい創出の大きな妨げとなっている。 

中心市街地活性化やコンパクトシティ実現に向けた取り組みを加速するため、認定中心市街地や商

業地域・近隣商業地域等において、創業者やまちづくり会社に空き地・空き店舗を貸与した所有者に

対する固定資産税の減免やまちづくり会社等が空き地・空き店舗を取得する際の不動産取得税や登録

免許税等の減免措置を講じるべきである。 

 

（３）地方におけるさらなる免税店の拡大と消費の活性化 

平成26年10月から実施された免税店（輸出物品販売場）における全品目免税対象化は、訪日外国人

旅行者の消費を促し、消費増税後の個人消費を下支えしている。また、本年４月から、商店街やショッ

ピングセンターの各店舗が第三者に代理委託することで、免税販売手続きを一括カウンターで行える

手続委託型輸出物品販売場制度が創設されたことは、訪日外国人旅行者と事業者双方の利便性を高め

る、非常に有効な施策となっている。 

「日本再興戦略」改訂2015において、２千万人が訪れる年に、外国人観光客による旅行消費額４兆

円を目指す、また地方の免税店免税店数を2017年に１万２千店規模、2020年に２万店規模にすること

が目標として掲げられていることから、さらなる免税店の拡大に向けた取り組みが必要である。その

際、現在、一般物品の 低購入金額は１万円超とされているが、５千円以上に引き下げることにより、

訪日外国人旅行者の一層の消費拡大を促すべきである。 

 

（４）ふるさと納税のさらなる拡充、企業版ふるさと納税の創設 

ふるさと納税は、東日本大震災発生時に被災地への寄附金が増加する等、納税者の自由意思により

納税する自治体を選択する制度として定着してきている。総務省の調査によると、地方自治体による

地域の情報発信の活発化や、地域の魅力を高める取り組みが促進される等、地域活性化に寄与してい

る。また、返礼として地域の特産品等の発送による地域資源の PR 効果も見込むことができ、地域経



－352－ 

 

済への好影響も期待できる。 

平成27年度税制改正において、ふるさと納税枠の拡充やワンストップ特例制度が創設されたところ

であるが、地域活性化に寄与するふるさと納税制度について、企業版ふるさと納税の創設等、更なる

拡充を図るべきである。 

 

２．地方の「自主・自立」に向けた地方税改革 

（１）地域の自主・自立に向けた地方行財政の構築を後押しする地方税改革 

将来的な道州制の導入を見据え、地域の「自主・自立」を確保できる地方分権改革の推進と、それ

を支える安定的な地方行財政基盤の確立が必要である。 

地方分権改革のためには、まず、徹底した行財政改革の実施が不可欠である。大胆な規制改革等を

実施するとともに、国と地方の明確な役割分担のもと、思い切った権限および、税財源を移譲するこ

とが必要となる。また、社会保障制度全体における負担と給付のバランスを見直し、国、地方ともに

社会保障費の抑制を図っていくべきである。 

地方分権や、安定的な地方行財政基盤を確立するためには、住民による地方行政へのチェック機能

の強化が不可欠である。地方の財源は、地方法人二税（事業税・住民税）と地方交付税に過度に依存

しているため、地域住民の受益と負担に関する意識の希薄化が生じており、住民による地方行政への

チェック機能が弱くなっており、地方税改革は喫緊の課題である。 

 

（２）地方法人二税に過度に依存しない安定した地方財源の確保 

地方税は、安定的かつ偏在性の少ない税源が望ましく、景気による税収変動や地域の偏在性の大き

い、地方法人二税に過度に依存している状況は是正すべきである。平成26年度税制改正において、地

方法人税の遍在是正のため、法人住民税の一部を国税化し、地方交付税の財源化とされたところであ

るが、国際競争力強化の観点から、地方法人二税を国に税源移譲し、法人課税は国として引き下げて

いくべきである。 

地方財源の確保については、将来の道州制を見据えて、地方交付税制度の見直しの中で、地方への

配分の見直しや、地域住民の行政サービスの受益と負担の意識を高める観点から、個人住民税や地方

消費税等の地方税全体であり方を検討すべきである。 

 

（３）法人への安易な超過課税・独自課税導入には反対 

新たな地方税負担を求める場合、まず、自治体において人件費を含めた身を切る徹底的な歳出削減

を行った上で、納税者となる住民や事業者等に対し、自治体の財務状況や当該税制の政策目的と税収

の使途を十分に説明し、理解を得ることは当然の責務である。十分な説明もなく、安易に法人にのみ

課税することは、企業の成長を阻害し、ひいては地域の活性化を阻害することから行うべきではない。 

 

３．東日本大震災の被災地における税制措置の延長  

東日本大震災から４年が経過し、多くの地域で復旧・復興が進展しつつあるものの、被害規模等によ

り、復旧・復興の進捗に差が生じている。 

数次にわたる税制上の措置が実施されているところであるが、一刻も早い復興の実現に向け、今年度

に期限切れを迎える以下の税制措置等について、延長すべきである。 

①復興産業集積区域において機械等を取得した場合の特別償却・税額控除制度 
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②復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の税額控除制度 

③復興産業集積区域において開発研究用資産を取得した場合の特別償却制度等 

④被災代替資産等の特別償却制度 

⑤新規立地促進税制（再投資等準備金、再投資設備等の特別償却） 

⑥被災市街地復興土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除 等 
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Ⅷ．納税環境整備の拡充 

１．中小企業の納税負担軽減措置による生産性の向上 

申告納税方式を採用しているわが国では、本来は国が行うべき徴税事務について、納税者である事業

者が、納税協力として多大な負担をしている。特に、人的資源に乏しい中小企業における納税協力負担

は、生産性向上の阻害要因となっている。中小企業の納税事務負担軽減を図るため、以下に掲げる措置

を講じるべきである。 

①中小企業が本業に専念できるよう、提出書類の免除・簡素化等を図り、中小企業の負担を軽減すると

ともに、納税協力費用相当分の税額控除制度を創設すべきである 

②「事前照会に対する文書回答手続」について、税務当局の執行体制の強化を図りつつ、対象取引等に

係る要件の緩和等、所要の改善を図るべきである 

③納税事務負担に配慮して、個人事業者の確定申告手続については、平日夜間や休日も税務署の窓口に

おいて受け付けるべきである 

④国税・地方税等の徴収一元化が実現できるまでの間、納税事務負担の軽減、徴収事務の効率化に向け

て、以下に掲げる取り組みを行うべきである 

 e-Tax（国税）と eLTAX（地方税）を統合し、恒常的な税額控除制度を創設すること。 

上記が実現するまでの間、以下に掲げる措置を講じること 

（ｱ）e-Tax（国税）について、税額控除制度を復活し、恒常的な制度とすること。なお、操作を簡

便化した使い勝手のよいソフトを開発すること 

（ｲ）eLTAX（地方税）について、税額控除制度を創設すること 

 地方自治体毎に異なる書類の様式や手続き、納付期限等を統一すること 

 本社や本店所在地の自治体における一括納付手続き等を可能とすること 

 固定資産税の償却資産の申告期限を企業の法人税申告期限と統一すること 

 中間申告および予定納税について、選択により申告できるようにすること 

 国・地方の法人税の申告手続きを一元化できるようにすること 

 法人による法人税や消費税の振替納税を導入すること 

 「法人事業概況説明書」の提出を省略すること 

 準確定申告（納税者が死亡したときの確定申告)の申告期限を相続税申告期限まで延長できるよ

うにすること 

 法人の青色申告承認申請書や棚卸資産の評価方法の変更承認申請書等の提出期限を前事業年度

に係る確定申告書の提出期限までとすること 

⑤平成27年度税制改正において、税務関係書類に係るスキャナ保存制度の要件緩和がなされたところで

あるが、更なる利便性向上のため、携帯端末による記録容認など、より柔軟な記録保存を認めるべき

である 

⑥法人事業税の外形標準課税の付加価値割の計算は、報酬給与等の収益配分額の確定申告書への添付が

必要とされており、データ管理等、多大な事務負担が生じているため、簡素化が必要である 

⑦消費税の基準期間の見直しを検討すべきである 

 

２．マイナンバー制度の周知徹底ならびに納税協力負担の軽減措置 

平成27年10月から国民へマイナンバーが通知され、平成28年１月から利用が開始されるが、マイナン
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バーの各行政手続き書類への記載や、マイナンバーを含む特定個人情報の管理が義務づけられる事業者

への周知は、現時点において十分であるとは言い難く、中小事業者を中心に、マイナンバーへの体制整

備が遅れている。 

特に、特定個人情報の管理については、罰則規定が盛り込まれたことにより、多くの事業者には様々

な誤解や過度な不安感が広がっており、事業者の規模や扱う特定個人情報のレベルに応じた適切な管理

方法を、具体的かつ早急に周知徹底する必要がある。 

また、特定個人情報の安全管理義務等、企業に新たな負担を課すことになるため、行政システムの再

構築や業務の刷新を図るとともに、国税・地方税の一括納付や、地方自治体の帳票の一元化、地方税の

電子データの受け渡し等の具体的な導入メリットを検討し、事業者に対する納税協力負担の軽減策を同

時に示す必要がある。 

さらに、社会保障給付の重点化や、消費税率引き上げに伴う低所得者対策を行うためには、事務負担・

コスト等を考慮しつつ、株式や債券、投資信託等の配当所得および譲渡所得等や不動産所得を把握でき

る仕組みとすることが必要である。 

 

３．不納付加算税の軽減 

中小企業は、人的資源に乏しく、本業に人員を充てたい中、従業員の給与所得の源泉徴収事務等、本

来、国が負うべき徴税事務に協力している。例えば、源泉所得税の納付期限は翌月の10日と極めて短期

間に設定されているにもかかわらず、これを順守している。特に年末調整等については、本業において

多忙を極める中にあっても、必死になって納税事務を行っている状況にある。 

源泉所得税の納付遅延が起こると、不納付加算税として、原則、源泉所得税額の10％が徴収されるこ

とになる。これは、人的資源に乏しい中小企業に対し、過度な負担を強いるものであり、以下の対策を

講じるべきである。 

①給与所得の源泉所得税の納付期限（翌月10日）を、「翌月20日」とする 

②不納付加算税（源泉所得税の10％）を軽減する 

 

４．事業者の納税事務負担を増加させる個人住民税の現年課税化には反対 

個人住民税の現年課税化が検討されているが、事業者に対し、所得税に加え、個人住民税についても、

源泉徴収事務や年末調整事務を課すことが必要となる。現状以上の納税事務負担の増加を強いる個人住

民税の現年課税化には反対である。 

 

５．租税教育の充実 

租税の意義や役割を正しく理解し、納税者意識を向上させるため、学校教育の段階から社会人に至る

まで広い年代において、租税教育の充実が重要である。租税教育を学校教育へ導入し、次代を担う児童・

生徒が税制について関心を持てるよう、平易で分かりやすい教材やカリキュラムを用意しておくことが

必要である。 

 

６．地域再生や産業振興に取り組む商工会議所等に対する寄附金制度の拡充 

東日本大震災における、被災地商工会議所が日本商工会議所の策定した計画に基づき実施する復旧・

復興事業に係る寄附金について、指定寄附金とされ、地域の実情に即して復旧・復興に極めて効果的に

活用されているところである。今後の災害時においても、早期の地域経済社会の復旧・復興を担う商工
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会議所等への寄附金については、指定寄附金とすべきである。 

平時においても商工会議所は、多様な主体と連携し地域の中核として中小企業・小規模事業者の振興

や、地域の再生・活性化に取り組んでおり、地方創生の新たな担い手としての期待は、かつてないほど

高まっている。社会的な要請から、新たに対応が求められている商工会議所の公益目的事業に対する寄

附金等は全額損金算入化すべきである。 

 

７．復興特別所得税の源泉徴収事務負担を軽減すべき 

平成25年１月より2.1％の復興特別所得税が25年にわたって課されているが、源泉徴収にあたって１

円単位の源泉徴収額が発生し、現場では混乱が生じている。長期間にわたって、事業者の事務負担の増

大につながることから事務負担の軽減が必要である。 

報酬等を支払う際の源泉徴収事務に関して、実務上は、源泉徴収後の手取り額から支給総額を逆算す

る方式が採用されることが少なからず存在しており、煩雑な事務処理を強いるとともに、計算ミスが生

じることも容易に想定できる。そのため、報酬等に係る源泉徴収に係る復興特別所得税を不適用とし、

受給者が確定申告時に付加税を含め清算する方式へ変更すべきある。 
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経済活動・国民生活に資する税制 

 

１．所得税関係 

(1)企業の株式発行・譲渡による資本調達力を強化するため、個人段階における配当二重課税を是正す

ること。 

(2)個人事業主の事業主控除（290万円）ならびに、欠損金繰越控除期間（３年）の拡充。 

(3)二世帯・三世帯同居促進に向けた住宅改修費用の減免措置等の住宅減税を図ること。 

(4)地方移住を推進するため、賃貸住宅への住み替え時にも適用を認める等、居住用財産の買い替え特

例を拡充すること。 

(5)中小企業において従業員の健康は重要な経営資源であることから、企業の健康経営に資する、個人

の健康増進・疾病予防推進のための税制措置を創設すること。 

 

２．法人税関係 

(1)法人税関係以下に掲げる平成27年度末で期限が切れる租税特別措置を延長すること。 

①独立行政法人中小企業基盤整備機構の仮設住宅設備事業に係る特例措置 

②株式会社商工組合中央金庫の抵当権設定登記に係る軽減措置 

③保険会社等の異常危機準備金制度 

④海外投資等損失準備金制度 

(2)地域経済と雇用の中核として大きな役割を担っている中堅企業の財務基盤強化の観点から、欠損金

の繰戻還付制度の対象を資本金10億円以下の中堅企業にまで拡大するとともに、繰戻期間を２年に拡

充すること。 

(3)企業会計上費用とみなされる貸倒引当金や電話加入権等の損金算入を認めること。 

(4)独立行政法人中小企業基盤整備機構が小規模企業共済契約者等に対して事業資金の貸付を行う制度

において、適用対象を拡充すること。 

(5)地方拠点強化税制の対象地域を見直すこと。 

(6)国家戦略特区等における税制上の措置を拡充・延長すること。 

 

３．地方税関係 

(1)現行、償却期間が２年とされている金型について、即時償却を認めること。 

(2)基礎的な先端研究や、国際知財産の標準化に取り組み、日本の産業競争力強化に寄与している民間

非営利研究法人（非営利型一般財団法人の研究機関における、研究施設（土地・建物）や、研究設備

に係る固定資産税等を非課税とすること。 

(3)自然条件によらず安定的な運用が可能な再生可能エネルギー発電設備に係る固定資産税の課税標準

の特例措置の拡充・延長を図ること。 

 

４．その他 

(1)地方創生に資する事業を行う特定公益増進法人や NPO 法人に対する寄附金の上限額を引き上げるこ

と 

(2)結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置を拡充すること。 
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(3)M＆A を促進するための税制措置を講じること。 

 

以 上 

 

 

 

平成 28 年度税制改正に関する意見 

＜提出先＞ 

政府・省庁・政党等 

＜実現状況＞ 

◆『平成 28 年度税制改正大綱』（平成 27 年 12 月 24 日閣議決定）に盛り込まれた主な実現項目は以下

のとおり。（『所得税法等の一部を改正する法律案』として、第 190 回通常国会に提出され、平成 28

年３月 29 日成立、31 日公布、４月１日施行） 

【法人税改革】 

〇法人実効税率の引き下げ 

・法人実効税率（現行 32.11％）を 28 年度に 29.97％（▲1.36％）、30 年度に 29.74％（▲0.23％）

へ引き下げることとし、20％台への引下げが前倒しで実現 

○外形標準課税の中小企業への適用拡大の阻止 

・外形標準課税の見直し＜資本金１億円超の企業＞により税負担が増加する企業に対し、一定の負担

軽減策を措置（付加価値額 30 億円以下の場合、平成 28 年度は負担増加額の 75％を軽減） 

 

なお、税収中立のため課税ベースの拡大が図られ、以下の変更がなされた。 

・建物附属設備・構築物の減価償却方法の見直し（定額法に一本化） 

・資本金１億円超の大企業に対して、欠損金繰越控除の制限（改正前：平成 28年度 65％→60％） 

【中小企業向けの措置】 

○一定条件を満たす機械・装置の固定資産税を３年間、２分の１に減免 

○少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例の延長（２年間）（適用対象企業は従業員 1,000 人以

下に限定） 

○800 万円まで交際費の全額損金算入を可能とする特例の延長（２年間） 

【地方創生】 

○地方創生応援税制（企業版ふるさと納税）の創設 

・地方公共団体が行う、地方創生を推進するうえで効果の高い一定の事業に対して法人が行った寄附

について、法人事業税・法人住民税および法人税の税額控除を導入 

○ふるさと納税の拡充外国人旅行者向け消費税免税制度の見直し 

・免税販売の対象となる下限額を引き下げる（一般物品、消耗品ともに 5,000 円以上とする） 
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【車体課税】 

○車体課税の見直し 

・平成 29 年３月 31 日をもって、自動車取得税を廃止 

・自動車税および軽自動車税における環境性能割を創設 

【住宅関係税制】 

・新築住宅に係る固定資産税の減額措置の延長（２年間） 

・居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除制度の延長（２年間） 

・住宅および住宅用地の取得時期に係る不動産取得税の特例措置の適用期限の延長 

・住宅の三世代同居改修工事等に係る特例の創設 

・空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例の創設 

【その他】 

○登録免許税の見直し 

・税率の軽減措置の延長（２年間） 

○新規創業・ベンチャーを後押しする税制 

・事業を開始した日以後５年を経過していない個人による会社設立登記への適用対象の拡大 

○地球温暖化対策税の使途拡大は見送り 

・市町村による継続的かつ安定的な森林整備等の財源に充てる税制（森林環境税（仮称））等の新た

な仕組みについて検討（その時期は適切に判断） 
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第三次安倍改造内閣に望む 

 

平成27年10月13日 

日本商工会議所 

 
わが国経済は20年にわたる「供給過剰・デフレ」の状態から脱却する「変わり目」にある。この転換点

に、安倍内閣総理大臣が経済 優先を表明されたことを歓迎する。 

新たに掲げられた、第一の矢「強い経済」なしには、第二の矢「夢を紡ぐ子育て支援」、第三の矢「安

心につながる社会保障」は成し遂げられない。「強い経済」の実現は、0.5％程度とされるわが国の潜在成

長率を引き上げるサプライサイドの成長政策にかかっている。 

サプライサイド政策の実行の主体は民間である。 も重要なのは、国民・企業が将来に確信を持ち、積

極的な消費・投資行動に転換できるかである。また、サプライサイド政策は国全体の効率化・生産性向上

を図るための構造改革であり、一部には痛みを伴う。改造内閣には、わが国の将来にわたる国益を踏まえ、

丁寧な説明・姿勢で国民各層の理解を深め、各界と合意形成していく手腕が期待される。 

一方、わが国は地方の疲弊と人口減少という大きな問題を抱える。震災復興と福島再生も一段の加速化

が必要である。アベノミクスの効果を中小企業や地方にまで行き渡らせ、持続的な経済成長を確実なもの

とし、これらの難題を乗り越えることが必要である。 

これらの基本的な考え方のもと、改造内閣におかれては具体的な政策課題として、以下の事項に取り組

んでいただきたい。商工会議所としても、実現に向けて自ら行動するともに、政府に対し 大限の協力を

行う所存である。 

 

１．民間主導の強い経済を後押しする事業環境の整備促進 

サプライサイド政策、すなわち資本蓄積、労働力投入、生産性の向上は民間企業の取り組みが鍵を握る。

政府は民間の活動を後押しする環境整備を強力に進める必要がある。 

資本蓄積を促すためには、国内マーケットの拡大とともに外需の捕捉が不可欠であり、企業の国内回帰

を促し、設備投資により供給能力を高め、輸出競争力を強化していかなければならない。そのため、安全

が確認された原発の再稼働による安価で安定的なエネルギー供給の促進、TPP の早期発効と広域経済連携

交渉の加速、ビジネスチャンスの拡大につながる規制改革の断行、法人実効税率の引き下げを行うことが

必要である。 

また、深刻化する人手不足に対しては、女性や高齢者などの労働市場への参画を促すとともに、労働基準

法の改正等多様な働き方を推進する労働法制の実現、外国人の一層の活用が必要である。高齢者の労働参

加と医療・介護費用の適正化を同時に推進する健康寿命延伸対策も重要である。 

生産性の向上については、ICT やロボットの活用、新技術開発、事業再編に取り組むとともに、付加価

値の高い製品・サービスの創出あるいは効率化に果敢に挑戦する中小・中堅企業の後押しが必要である。 

 

２．官民協働による地方創生の実現とそれを支える中小・中堅企業の活力強化 

地方創生には、一貫した政策をもって不退転の決意と覚悟で取り組む必要がある。地方創生なくして、

強い経済もない。 

地方創生の要諦は、地方への仕事づくりはもとより、各地域が多様な主体と地域のコンセンサスを形成
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し、連携・交流して取り組むことである。政府は地方発の取り組みにきめ細かな支援を粘り強く進められ

たい。商工会議所としても全国ネットワークを生かし、各自治体の取り組みに積極的に協力していく。 

特に、観光振興は地方創生の切り札である。今年1,900万人突破の可能性もあるインバウンドと観光消

費額の９割を占める国内居住者観光を両輪に、観光ネットワークの構築による広域展開を推進して各地に

効果を波及させることが重要である。 

また、中小・中堅企業は、地域で仕事や雇用を生み出す地方創生の中核である。観光資源や農林水産品

を生かした域外需要の取り込みや、地域の成長分野への参入・投資によるイノベーション推進が重要であ

る。政府は産学金官連携の支援、地方版規制改革会議の設置促進等により地域の潜在力を引き出し、中小・

中堅企業の活性化を後押しされたい。 

 

３．少子化対策への重点化と徹底した効率化による社会保障制度改革の断行 

社会保障制度は、消費税10％への引き上げで一定期間は持続可能となるよう給付の重点化・効率化をは

じめ、制度改革に徹底して取り組むべきである。 

高齢者医療への拠出金負担の増加など現役世代の負担はすでに限界に達しており、余力のある高齢者の

応能負担割合を高める必要がある。その結果、生み出される財源は、結婚、出産、子育ての環境整備など

現役世代の少子化対策に重点配分すべきである。 

また、女性の働きたい意志を尊重し、長く働いても社会保険料等の急激な負担増とならず、世帯単位で

負担額を調整できる新たな仕組みの導入が必要である。 

 

４．消費税の複数税率は導入すべきでない 

現在、与党が検討中の消費税の複数税率については、社会保障財源が大きく減少し、対象品目の線引き

が不明確で混乱を招くのに加え、事業者に対して大きな事務負担を強いることから導入すべきでない。低

所得者対策はきめ細かな給付措置で対応すべきである。 

以 上 
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地方創生に向けた 

「第５期科学技術基本計画」のあり方 

に関する７つの提言 
～中小・中堅企業と地域の視点から～ 

 

 

 

 

 

 
平成27年10月15日 

日本商工会議所 
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地方創生に向けた「第５期科学技術基本計画」のあり方に関する７つの提言（概要） 

～中小・中堅企業と地域の視点から～ 
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○ 現在、わが国経済は、総じて緩やかな回復基調が続き、20年続いたデフレから脱却する重要な節目の

時期に来ている。デフレ脱却を確実なものとし、景気回復を持続的な成長に結びつけるためには、資本

蓄積・労働力・生産性の向上により、足元で0.5％まで低下した潜在成長率を高めるサプライサイドの成

長戦略が必要である。 

こうした状況の中、わが国は「人口減少」と「地方の疲弊」という２つの構造的な課題に直面してい

る。特に地方は、少子高齢化に加え、若者を中心とした都市部への人口流出により労働力不足が深刻で

あり、経済の縮小、産業の衰退につながるというスパイラルに陥っている。 

○ 「人口減少」による労働力不足を解消し、地方創生を実現するためには、働きたい女性や高齢者など

の活躍促進に加え、円安の定着に伴う国内生産拠点活用の動きも踏まえ、省力化・省エネ化や生産性向

上などを図る設備投資、技術革新が不可欠である。科学技術・イノベーション政策は、こうした構造的・

社会的課題を解決し、わが国を自律的な経済成長に導く有効な手段である。 

○ このため、科学技術は「社会実装」の手法を確立し、得られた基礎研究の成果を社会問題の解決や経

済成長のために幅広く応用・展開する必要がある。「社会実装」の担い手は、企業数の99％を占め、雇用

の７割を支える中小・中堅企業である。こうした企業活動の支援を通じて、魅力ある商品・サービス・

産業を創出し、域外から人と需要を呼び込み、地域に経済の好循環を構築することで地方の疲弊の解決

につなげるべきである。 

○ 科学技術基本計画は、平成８年以降、これまで４回策定され、わが国の科学技術の発展に大きな役割

を果たしてきた。「第５期科学技術基本計画」では、これまでの成果の上に立って、①未来の産業創造・

社会変革に向けた取組、②経済・社会的な課題に向けて先手を打つ取組、③不確実な変化に対応できる

基盤的な力の強化に加え、④人材、知、資金の好循環を誘導するイノベーションシステムを構築するこ

ととしている。 

○ 以上の認識に立ち、日本商工会議所は、「第５期科学技術基本計画」が「中小・中堅企業の活力強化」

と「地域の活性化」にもっと光を当て、中小・中堅企業と大企業や大学・公的研究機関などとの協調・

連携を促進し、足元のイノベーションを喚起するとともに、中小・中堅企業と地域発のものづくり立国

の推進により、「地方創生」の実現を目指す計画となることを期待する。 

 

 

  

基本的考え方  
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【理由】 

①政府の研究開発投資対 GDP 比１％（５年総額約26兆円）の確保と政府負担研究費割合をドイツ並みの３

割へ引上げ 

科学技術・イノベーションの進化には、産業に直結しにくい基礎的な研究開発であっても、大学や公的

研究機関等において、取り組みを継続・強化することが不可欠である。また、民間ではリスクテイクしに

くい研究開発については、産業競争力強化に繋がる骨太な国家プロジェクトを目標として用意し、官民挙

げた投資により新たな技術や事業を創出していく仕組みが必要である。 

また、アジアをはじめとする諸外国が科学技術・イノベーション政策を推進しつつあるなかで、わが国

の政府予算および研究費の負担割合は諸外国と比べ低い水準であり劣後している（参考１、２）。 

このため、官民合わせた研究開発投資４％の呼び水となる、政府研究開発投資対 GDP 比１％（第５期計

画期間中の政府研究開発投資総額約26兆円）を確保すること、およびわが国の政府負担研究費割合をドイ

ツ並みの３割へ引き上げることを、投資目標として基本計画に盛り込むべきである。 

 

②「中小・中堅企業の活力強化による『地方創生』とイノベーションの推進」を基本計画の柱に立て、十

分な予算を確保 

中小企業は、日本の企業数の99.7％を占め、約５割の付加価値額を創造している。また中小企業は、日

本全体の雇用の７割を抱えている。特に地方圏において、中小企業の雇用が８割を占めるなど大きな吸収

源となっている。さらに、地方圏の GDP が日本全体の約７割を占めている（参考３、４）。 

「人口急減」「地方の疲弊」という課題を克服し、「地方創生」を実現するためには、地方圏で活躍する中

小・中堅企業が取り組む技術開発や成長分野への挑戦を、政府が強力に後押しすることが必要である。 

このため、「中小・中堅企業の活力強化による『地方創生』とイノベーションの推進」を基本計画の柱に

立て、十分な予算を確保すべきである。 

 

参考１：第２～４期基本計画での予算目標は達成されず 

第１期～第４期科学技術基本計画で目標とされた予算額は以下のとおりであり、第２～４期では、目標

は達成されなかった。なお、平成27年度当初の科学技術予算額は3.5兆円である。 
 

 

 

 第１期 第２期 第３期 第４期 

基本計画での 

予算規模 
17兆円 24兆円 25兆円 25兆円 

実際の予算額 17.6兆円 21.1兆円 21.7兆円 約22.3兆円
 
※第２期計画より政府研究開発投資の対 GDP 比率１％を予算目標として設定。 

Ⅰ．中小・中堅企業の活力強化 

提言１．中小・中堅企業の活力強化に焦点を当てた科学技術予算の確保 
 

【提言内容】 

① 政府の研究開発投資対 GDP 比１％（５年総額約 26 兆円）の確保と政府負担研究費割合をドイ

ツ並みの３割へ引上げ 

②「中小・中堅企業の活力強化による『地方創生』とイノベーションの推進」を基本計画の柱に立

て、十分な予算を確保 

出所：平成27年３月 総合科学技術・イノベーション会議 第４回基本計画専門調査会資料（内閣府）を元に事務局作成 

◇基本計画での予算目標と実際の予算額の推移 

第 2～4 期では目標に達していない 
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参考２：日本における政府の研究開発費負担は低水準 

主要国における政府の研究開発費負担割合をみると、もっとも高いのはフランス（35.0％）であり、その

他も概ね30％程度となっている。一方、日本は19.5％（OECD 推計の場合17.3％）と最も低い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考３：わが国の雇用と経済を支える中小企業 

わが国の中小企業数は平成24年時点で385.3万社であり、全企業数の99.7％を占める。中小法人は製造業

で全体の36.7％、非製造業で60.3％、合計で54.0％の付加価値額を創造している。 

また、中小企業の従業者数は約3,200万人で、雇用全体の約７割を占める。人口減少により疲弊している

地方圏では、中小企業が支える雇用が８割となっており、中小企業が雇用の吸収源となっている。 

 

 

付加価値額（法人のみ） 

製造業 非製造業 合計 

中小法人 
（資本金１億円未

満の法人※） 

26.2兆円  
（36.7％） 

121.0兆円
（60.3％） 

147.2兆円
（54.0％） 

大法人 45.1兆円 80.0兆円 125.1兆円

合計 71.3兆円 201.0兆円 272.3兆円

   

   

 

 

省庁名 平成27年度科学 

技術関係当初予算
割合 

文部科学省 ２兆2,801億円 66.0％

経済産業省 4,817億円 14.0％

防衛省 1,517億円 4.4％

厚生労働省 1,055億円 3.1％

その他 4,340億円 12.6％

合計 3.5兆円 100％

   

 

企業数の約 99％ 

（約 385 万社） 

うち小規模企業 
約 334.3 万社 86.5％ 

出所：平成27年度中小企業白書（中小企業庁）を元に事務局作成 
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出所：科学技術指標2015（文部科学省 科学技術・学術政策研究所 科学技術・学術基盤調査研究室）を元に事務局作成 
 

中小企業 
約 385.3 万社 99.7％ 

平成 26 年度の名目 GDP 対比で試算すると 0.7％ 

出所：平成28年度科学技術関係予算概算要求について（内閣府）を元に事務局作成 

◇主要国における政府の研究開発費負担割合の推移 

◇企業規模別付加価値額の割合 ◇規模別企業数 

出所：平成26年度中小企業白書（中小企業庁）を元に事務局作成 

※中小法人：資本金1億円未満の会社（法人）企業（金融、保険業を除く） 

大法人：資本金1億円以上の会社（法人）企業（金融、保険業を除く） 

◇平成27年度の政府の科学技術予算 

日本の「政府の研究開発負担割合」は 19.5％ 

付加価値額の約５割

（約 147 兆円） 
企業数 
386.4 万社（平成 24 年） 

大企業 

約 1.1 万社 0.3％ 
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平成14年度 平成24年度

東京都 東京圏（東京都除く） 地方圏

地方圏の GDP は約７割 

（約338兆円） 

雇用者数の約７割 

（約 3,200 万人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考４：地方圏の GDP が日本全体の約７割を占める 

わが国の GDP の内訳（東京都、東京圏、地方圏）をみると、地方圏の GDP が日本全体の約７割を占める。

平成14年度から平成24年度にかけて0.6ポイント低下（約15兆円減少）している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

520 兆円 497 兆円 

（注）東京圏（東京都除く）：神奈川、埼玉、千葉 出所：平成 24 年度県民経済計算（内閣府）を元に事務局作成 

出所：平成27年度中小企業白書（中小企業庁）を元に事務局

中小企業（除く小規模企業）

約 2,024 万人 43.9％ 

全体の雇用 

約 4,614 万人（平成 24 年） 

大企業 
約 1,397 万人 30.3％ 

小規模企業 
約 1,192 万人 25.8％ 

◇規模別雇用者数 

大企業 中堅企業 中小企業 小規模企業

地方圏

2,850 万人

東京圏（東京都除く）

510 万人 
東京都 

1,210 万人

地方圏で中小・

小規模企業の 

雇用比率が高い

（約８割） 

◇圏域別雇用者数 

13.0％

43.2％

34.7％ 

14.5％ 

40.3％ 

34.0％

43.8％

26.6％

10.2％

19.4％

9.1％ 11.1％ 

出所：平成24年経済センサス（経済産業省）を元に事務局作成 
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【理由】 

①地域経済を牽引する中小・中堅企業への投資増と中小・中堅企業向け予算枠の設定 

わが国の中小・中堅企業のなかには、(ア)優れた技術を活かし、大企業に世界 高水準の部品・素材を

供給するサポーティングインダストリーや、(イ)域外から需要を獲得し、地域における取引を通じて多く

の企業とその従業員や家族を支え、新たな雇用を生む中核企業（コネクターハブ企業）、また、(ウ)高度な

技術で世界に挑戦して高いシェアを獲得し、わが国が国経済の牽引役となっている「グローバルニッチ

トップ（GNT）企業」等が数多くある（参考１、２）。 

わが国の潜在成長率を引き上げ、地域経済を活性化するためには、こうした中小・中堅企業が取り組む

高付加価値化・生産性向上のための技術開発、新たな製品・サービスの開発、成長分野への進出等への後

押しが必要である。とりわけ、ドイツにおける「インダストリー4.0（※）」などの動きを踏まえ、IoT・ビッ

グデータの活用による「ビジネスモデルの変革」などに対応することが必要である。しかしながら、政府

の研究開発予算は、大半が大学や公的研究機関等へ支出され、こうした企業には回っていない（参考３）。 

このため、政府の研究開発予算について、高付加価値化・生産性向上に資する中小・中堅企業向け予算

を増加させるとともに、例えば、SIP や ImPACT（参考４）に中小・中堅企業向けの小口の予算枠を設け、

自由なテーマ設定を認めるなど、使いやすい制度に改善すべきである。 

（※）ドイツ政府が推進する製造業の高度化プロジェクト。 全ての機器がインターネットによってつながり、また

ビッグデータを駆使しながら、機械同士または機械と人とが連携して動くことにより製造コストを大幅に削

減することを目指す。 

 

②ロボット技術開発の加速と農業・介護分野等への活用促進 

労働力不足が深刻化し、また、円安の定着に伴い国内の生産拠点を活用する動きが出始めている中で、

ロボット技術の導入は、省力化、生産性向上に極めて有効な手段である。 

このため、ロボット革命イニシアティブ協議会（参考５）の場などを活用して、先端的なロボット技術

の研究開発・投資を加速するとともに、農作業ロボット、介護ロボットなど、構造的・社会的課題の解決

に資する分野への活用を促進すべきである。 

 

③補助事業の公募期間の十分な確保、申請手続きの簡素化、支援策の普及・PR強化 

企業向けの公的補助事業は、技術開発、新製品・サービス開発、新分野進出を行うきっかけとなり、極

めて有効であるが、公募期間が短く、申請手続きが煩雑なこともあり、申請機会を逃す事業者も多い。ま

た、周知不足との指摘もある。 

このため、より多くの事業者が申請を行えるよう、補助事業の公募期間を十分に確保するとともに、申

請手続きのさらなる簡素化を図るべきである。また、国の中小企業向けポータルサイト「ミラサポ」に構

Ⅰ．中小・中堅企業の活力強化 

提言２．中小・中堅企業の活力強化に焦点を当てた科学技術予算の執行 
 

【提言内容】 

①地域経済を牽引する中小・中堅企業への投資増と中小・中堅企業向け予算枠の設定 

②ロボット技術開発の加速と農業・介護分野等への活用促進 

③補助事業の公募期間の十分な確保、申請手続きの簡素化、支援策の普及・PR 強化 
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築された「施策マップ」の活用促進を図るなど、中小・中堅企業向け支援策の普及・PR を強化すべきであ

る（参考６）。 

さらに、生産性向上やイノベーションの成功事例を収集・発信し、全国に横展開すべきである。 

 

参考１：わが国経済の牽引役となっている「グローバルニッチトップ（GNT）企業」の事例 

スタック電子㈱（東京都昭島市/東京商工会議所「第13回勇気ある経営大賞（※１）」受賞企業）は、1971

年創業、従業員53名、資本金7,000万円。創業以来、高周波伝送用機器の専門メーカーとして、光伝送技術

を含め研究開発と技術の向上に努め多くの製品を生みだす。「オシロスコープ用プローブ（※２）」で、世

界シェア70％を達成し、売上が拡大した。 
 

※１：革新的あるいは創造的な技術・技能やアイデア、経営

手法等により、独自性のある製品・サービスを生み出

しているなど厳しい経営環境の中で勇気ある挑戦をし

ている中小企業を東京商工会議所が顕彰する制度。 

※２：電気信号の強弱を、グラフで表示し、電気信号を可視

化する装置で、測定や実験等のために接触・挿入する針。 

 

参考２：日本 大級の異業種交流展示会「メッセナゴヤ」の事例（名古屋商工会議所） 

メッセナゴヤ（名古屋商工会議所、愛知県、名古屋市で構成する実行委員会が主催）は、2006年にスタート

し、今年で10年目を迎える日本 大級の異業種交流展示会。業種・業態の枠を超え、幅広い分野・地域か

ら出展。2014年は過去 多となる1,315社・団体の出展と、65,975人の来場者を集めた。世界に誇る先端技

術を持つグローバルニッチトップ（GNT）企業も数多く参加している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

スタック電子㈱の 

絶縁型プローブ 

出所：メッセナゴヤＨＰ 

◇出展者の企業規模（2014年実績） 
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参考３：政府の研究開発費はその大半が大学や公的研究機関等に配分されている 

平成25年度のわが国の研究費総額（企業、大学等、公的研究機関等の総額。自己資金含む）は16.8兆円。

政府負担の研究費は3.2兆円（研究費総額の19.0％）。政府負担の研究費のうち、企業に使用されたのは

1,000億円であり、そのうち中小企業向けの予算は350億円とさらに少ない。 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考４：戦略的イノベーション総合プログラム（SIP）、革新的研究開発推進プログラム（ImPACT）とは 

戦略的イノベーション総合プログラム（SIP：Cross-ministerial Strategic Innovation Promotion 

Program）とは、「総合科学技術・イノベーション会議」が、社会的に不可欠で、日本の経済・産業競争力

にとって重要と判断・選定した研究課題への公募制度。平成26年度から開始。平成27年度は500億円（※）

を計上。 

◇SIP の平成27年度の対象課題、プログラムディレクター、配分額一覧 

対象課題 プログラムディレクター 配分額（億円）
革新的燃焼技術 杉山雅則 トヨタ自動車エンジン技術領域 領域長 19.0
次世代パワーエレクトロニクス 大森達夫 三菱電機 開発本部 役員技監 21.9
革新的構造材料 岸 輝雄 東京大学名誉教授、物質・材料研究機構 顧問 35.0
エネルギーキャリア 村木 茂 東京ガス 取締役副会長 30.4
次世代海洋資源調査技術 浦辺徹郎 東京大学名誉教授、国際資源開発研修センタ顧問 57.0
自動走行システム 渡邉浩之 トヨタ自動車顧問 23.2
インフラ維持管理・更新・マネジメント技術 藤野陽三 横浜国立大学 特任教授 32.7
レジリエントな防災・減災機能の強化 中島正愛 京都大学防災研究所 教授 24.5
次世代農林水産業創造技術 西尾 健 法政大学生命科学部 教授 33.2
革新的設計生産技術 佐々木直哉 日立製作所研究開発グループ 技師長 25.5

配分額計 302.4
内閣府自らが使用する分 22.6

合計 325.0（※）

 

 

革新的研究開発推進プログラム（ImPACT：Impulsing PAradigm Change through disruptive 

Technologies）とは、実現すれば産業や社会のあり方に大きな変革をもたらす革新的な科学技術イノベー

ションの創出を目指し、ハイリスク・ハイインパクトな挑戦的研究開発を推進することを目的としたプロ

グラム。平成25年度から開始。平成25年度補正予算で550億円を計上。 

  

◇わが国の研究費総額（16.8兆円）の負担内訳

出所：平成27年３月 第４回基本計画専門調査会資料「日本の研究開発システム全体俯瞰（素案）【研究資金】」（内閣府）を元に事務局作成 

出所：平成27年４月「平成27年度戦略的イノベーション創造プログラム（ＳＩＰ）の実施方針」（内閣府）を元に事務局作成 

（※）500億円のうち、残りの175億円は医療分野に充当。 

政府負担 3.2 兆円 

（研究費総額の 19.0％）

大学等 

約9,000億円

政府負担の 

使用部門別内訳 

大学等 

約1.5兆円 

公的研究機関等 

約1.6兆円 

企業 

約12兆6,000億円 

公的研究機関等 

約1,000億円 

企業 
約1,000億円 

（うち中小企業は約350億円（※）） 

※中小企業技術革新制度（ＳＢＩＲ）を想定 
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◇ImPACT のプログラム名、プログラムマネージャー一覧 

プログラム名 プログラムマネージャー 配分額（億
超薄膜化・強靭化「しなやかなタフポリマー」の実現 伊藤耕三（東京大学） 35.1
セレンディピティの計画的創出による新価値創造 合田圭介（東京大学） 30.0
ユビキタス・パワーレーザーによる安全・安心・長寿社会の実現 佐野雄二（東芝） 30.0
無充電で長期間使用できる究極のエコ IT 機器の実現 佐橋政司（東北大学） 40.0
重介護ゼロ社会を実現する革新的サイバニックシステム 山海嘉之（筑波大学） 34.9
超高機能構造タンパク質による素材産業革命 鈴木隆領（小島プレス工業） 30.0
タフ・ロボティクス・チャレンジ 田所諭（東北大学） 35.0
核変換による高レベル放射性廃棄物の大幅な低減・資源化 藤田玲子（東芝） 34.1
進化を超える極微量物質の超迅速多項目センシングシステム 宮田令子（名古屋大学） 30.0
イノベーティブな可視化技術による新成長産業の創出 八木隆之（キャノン） 29.7
脳情報の可視化と制御による活力溢れる生活の実現 山川義徳（NTT データ経営研究所） 30.0
量子人工脳を量子ネットワークでつなぐ高度知識社会基盤の実現 山本喜久（国立情報学研究所/理化学研究所） 30.0
オンデマンド即時観測を可能にする小型合成開口レーダ衛星システムによる安心の実現 白坂成功（慶應義塾大学） （H27.９追加）
豊かで安全な社会と新しいバイオものづくりを実現する人口細胞リアクタ 野地博行（東京大学） （H27.９追加）
バイオニックヒューマノイドが拓く新産業革命 原田香奈子（東京大学） （H27.９追加）
超ビッグデータプラットフォームによる社会リスク撤廃のための革新的イノベーション 原田博司（京都大学） （H27.９追加）

 

 

参考５：ロボット革命イニシアティブ協議会とは 

政府は、平成27年２月、ロボットを鍵とした新しい成長戦略として「ロボット新戦略」を策定し、その

推進母体として、平成27年５月に「ロボット革命イニシアティブ協議会」を設置した。関係事業者団体、

企業、学会、研究機関等200団体を超えるメンバーで構成。幅広い分野におけるロボットの活用を推進する

ことにより、2020年に日本を世界一のロボット利活用社会とするための中核的プラットフォームとなって

いる。 

 

 

参考６：中小・中堅企業向け施策の見える化（成長戦略「３つの見える化」） の取り組み（経済産業省） 

経済産業省は、平成27年度から中小・中堅企業向けに「成功の秘訣」、「ビジネスチャンス」、「支援体制」

の「見える化」を行うことで、意欲ある中小・中堅企業の更なる成長を後押しするプロジェクトを開始。 

１．「成功の秘訣」の見える化 

企業経営者の事業体験（成功・失敗事例や人材育成など）を提供するウェブサイト「ミエル・ヒント

―成功のカギ・ワナ―」の立ち上げ 

２．「ビジネスチャンス」の見える化 

ジェグテック（大企業の求める技術を中小・中堅企業につなげるマッチングサイト）の活用、中小・

中堅企業の技術ニーズを、産総研や全国の公設試等の技術シーズにつなげる機能の強化等 

３．「支援体制」の見える化 

よろず支援拠点、新分野・新事業に挑戦する中小・中堅企業をバックアップする「中核企業創出支援

ネットワーク」の構築、知財・標準化に関する相談窓口体制の強化等 

 

  

出所：内閣府 HP を元に事務局作成 
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【理由】 

これからの「地方創生」は、旧来型の企業誘致に頼りすぎることなく、地域に根差し、地域経済を牽引

する中小・中堅企業を中心とした地域の産業集積を基本として進める必要がある。ICT が進んだ現代にお

いても、「シーズを持つ大学等とニーズを持つ企業」、あるいは「企業と企業同士」が近接して共同研究開

発を進めることが効率的である。 

このため、地域の企業、大学、金融機関、自治体、研究機関等が連携して医療・航空などの新事業や新

産業を創出し、雇用を生み出す、“地元主導”の「地方創生クラスター（仮称）」の形成を、それぞれの地

域事情に応じた支援策で後押しすべきである（参考１）。 

 

①地域に不足するプロジェクトマネージャーの発掘・育成・マッチング 

地方創生クラスターの形成のためには、専門分野について深い知見を持ち、地域の中小・中堅企業が

必要とするニーズや保有する技術を把握し、技術を必要とする中小・中堅企業への技術の橋渡しから市

場動向を踏まえた商品化と販路開拓までを、長期に亘って伴走して支援するプロジェクトマネージャー

の存在が欠かせない。 

このため、地域に不足するプロジェクトマネージャーを発掘・育成し、適切にマッチングする仕組み

を構築することが必要である。 

 

②大学や大企業等が保有する特許等の有効活用 

大学や大企業等において研究成果である国内特許等の多くが埋もれたままとなっている。 

このため、大学や大企業等が未活用の特許等を地域の中小・中堅企業が有効活用するように促し、そ

れで生じた利益を大学や大企業等が更なる研究開発に再投資するような好循環の仕組みを構築すべき

である。例えば、保有する特許等を一定期間無料開放する、国立大学法人山口大学の取り組みを全国展

開すること等が考えられる（参考２、３）。 

 

③希望する地域への国立研究機関等の移転 

先般、国は各都道府県に対し、中央省庁や国立研究機関等の誘致希望を募った。地方創生クラスター

の形成のためには、多くの技術シーズを持つ国立研究機関等と近接して事業化を図ることが効率的であ

るため、希望する地域への国立研究機関等の移転を検討すべきである。 

 

参考１．“地元主導”による産業クラスターの形成の事例（神戸商工会議所、京都商工会議所） 

阪神・淡路大震災からの復興プロジェクトとして、平成11年に「神戸医療産業都市構想」が策定されて

以降、神戸商工会議所、神戸市、先端医療振興財団は、ポートアイランドに医療機関、大学、企業が集積

Ⅱ．地域の活性化 

提言３．“地元主導”の「地方創生クラスター(仮称)」形成への後押し 

【提言内容】 

①地域に不足するプロジェクトマネージャーの発掘・育成・マッチング 

②大学や大企業等が保有する特許等の有効活用 

③希望する地域への国立研究機関等の移転 
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する医療産業クラスター（神戸医療産業都市）の形成を進めている。平成27年７月には、「神戸2015ビジョ

ン」に掲げる集積目標（300社・団体）に達し、大きな経済効果を生み出している。 

また、「京都の未来を考える懇話会」（京都商工会議所会頭、京都府知事、京都市長、大学、観光、文化

芸術、メディアの各分野のリーダーで構成）は、2013年５月に、京都ならではの地域の特性や強みを活か

し、高い付加価値を持つ新しいものづくり・サービスを生み出す“知恵産業のまち”を目指すこと等を盛

り込んだ「京都ビジョン2040」をとりまとめ、実現に向けて活動している。 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

参考２．大学が保有する国内特許の活用状況と大学保有特許の有効活用の事例（国立大学法人山口大学） 

大学による国内特許のうち、７～８割は未活用となっている（左図）。 

国立大学法人山口大学は、地域貢献の観点から、同大学が保有する休眠特許等を一定期間無料で使用で

きる取り組みを平成27年10月から実施（右図）。無料で使用できる期間は、中小企業は５年以内（大企業は

３年以内）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考３．大企業と中小企業の知的財産マッチング支援の事例（神奈川県川崎市） 

川崎市は、平成19年より、大企業では利用価値がな

い特許等を、少量多品種の生産を得意とする地元の

中小企業に紹介し、中小企業の製品開発や技術力の

高度化、高付加価値化を支援している。これまでのラ

イセンス成約件数は21件。 

 

 
出所：川崎市ＨＰ 

◇神戸医療産業都市への医療関連進出企業数・団体数の推移

出所：京都府ＨＰ、京都商工会議所ＨＰ 

◇知恵産業のまち・京都を目指す「京都ビジョン

2040」 

出所：神戸市ＨＰ 

出所：山口大学ＨＰ 

出所：平成26年２月「知的財産活用に資する大学の組織的取組に関す

る研究報告書」 （特許庁） 
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【理由】 

中小・中堅企業において優れた能力を持つ技術者は年々高齢化し、後継者不足・技術の喪失が深刻化し

ている。同時に、若者の理科離れ、ものづくり離れ、大都市圏への流出が進み、地域において、将来のも

のづくり産業を担う人材の確保が困難になっている。 

このため、初等教育の段階から地域のものづくり産業や中小・中堅企業の魅力を教え、かつ体験させ、

次代の地域を担う人材を育成する取り組みを強化する必要がある。 

 

①初等教育における理科教育の強化 

自然や科学に興味がある高校生の割合は、日米中韓の４か国のなかで日本が も低い水準にある。若

者の理科離れが深刻化しているが（参考１）、1992年から始まった現行の「小学校学習指導要領」で、「理

科」が小学校３学年からとなっていることが一因との指摘がある。 

このため、初等教育における理科教育を強化し、将来の理工系人材の芽を育てるべきである。 

 

②初等教育～高等教育における地域産業の理解を深め、職業観・就業観を醸成するためのキャリア教育の

充実 

若者は、地域の企業や産業の魅力を知らないままに、大学進学等をきっかけに大都市圏に流出し、地

元に就職しない傾向がある。 

このため、初等教育～高等教育において、教育機関と地域社会や産業界が連携して、職業体験やイン

ターンシップ等の体験活動や教育現場へ社会人講師を派遣するなど、社会の仕組みや地域産業の理解を

深め、職業観・就業観を醸成するためのキャリア教育を充実すべきである（参考２）。 

 

③ものづくり分野において働きたいと思う女性の活躍促進 

現在、日本の女性の就業率は69.5％と、８割近い西欧諸国に比べ低水準にある。しかし、女性の潜在

的就業率は８割を超え、そのうち、約13％（200万人）が様々な制約の下、働きたくても働けない状況に

ある。 

このため、特に労働力不足が深刻なものづくり分野での女性の活躍促進を打ち出すとともに、働きた

い女性の意志と能力、キャリアが生涯を通じて尊重される社会の構築と就労環境の整備を進めるべきで

ある（参考３）。 

 

 

Ⅱ．地域の活性化 

提言４．地域のものづくり産業を支え次代を担う人材の育成・確保 

【提言内容】 

①初等教育における理科教育の強化 

②初等教育～高等教育において地域産業の理解を深め、職業観・就業観を醸成するためのキャリア

教育の充実 

③ものづくり分野において働きたいと思う女性の活躍促進 
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参考１．日本の高校生は諸外国と比べ自然や科学に対する興味・関心が低い 

日米中韓の４か国中、日本の高校生は自然や科学に対する興味や関心が一番低い。また、「社会に出たら

理科は必要なくなる」と考える生徒の割合は、４か国中日本が も高い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考２．キャリア教育の取り組み事例（桑名商工会議所（三重県）） 

桑名商工会議所は平成８年度から、桑名工業高校の生徒を対象に産業現場実習

（インターンシップ事業）を行っている。 

生徒が地域企業に出向き、日頃の校内実習で得た技術をより高め、ものづくり

に対してさらに興味を深めるため専門家の指導を仰ぎ、地域企業の重要性を理解

する。企業で職場を体験することにより、職業観・勤労観を育成し、職業の持つ

社会的意義を理解する。地元企業への就職が約９割を占める。 

 

参考３：女性の活躍推進に向けた取り組み事例（一般社団法人日本建設業連合会） 

日本建設業連合会は、平成26年10月から、建設業界で働く女性技術者・技能者に「けんせつ小町」の愛

称を付けた。親しみやすい愛称を付けることで、建設業には女性が力を発揮できる仕事が数多くあること

をアピールするとともに、建設業界挙げて女性の活躍を応援している。 

現在、建設現場で働く女性は約10万人（全体の３％）で、５年間で倍増させる計画を掲げている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

出所：平成26年８月「高校生の科学等に関する意識調査報告書 -日本・米国・中国・韓国の比較-」（独立行政法人国立青少年教育振興機構） 

◇理科に関する意識 ◇自然や科学についての興味や関心 

企業の生産機械を使っての作業

けんせつ小町のロゴマーク 
出所：一般社団法人日本建設業連合会 HP

女性が活躍する現場 
出所：国土交通省 HP 
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【理由】 

中小・中堅企業が新商品開発や新分野進出に挑戦する際に障害となる規制・制度が多く、成長の足かせ

となっている（参考１）。また、中小企業基本法と税法で中小企業の基準が異なることから、税法上の支援

が受けられない中小企業が存在する。 

このため、規制・制度改革をスピーディーかつ強力に推進するとともに、中小企業基本法の中小企業の

範囲を念頭に、税法の基準を見直す必要がある。 

 

①許認可等の定期的・自発的見直しの仕組み（PDCA）導入 

わが国の許認可等の総数は14,579件（平成24年３月31日現在）と言われているが、これらの中には、

制定以来手つかずで、古くなっているもの、現在の技術革新に追いついていないものなどがある。 

このため、国の規制について、所管府省がその見直しをスピード感を持って定期的かつ自発的に行う

仕組み（PDCA）を設けるべきである。 

 

②「地方版規制改革会議」の早期設置 

地方分権の進展に伴い、地方自治体の自治事務となり、国の関与が及ばない規制・制度も多い。「ま

ち・ひと・しごと創生総合戦略」に記載された「地方版規制改革会議」について、都道府県等へ早期に

設置すべきである。また、その実効性が担保されるよう支援すべきである。 

 

③中小企業基本法を念頭に税法上の中小企業の基準を資本金３億円まで拡大 

資本金１億円超の中小・中堅企業は、利用可能な政策減税が少なく、実質的な税負担率は も高い。

特に、中小企業基本法上では中小企業であっても、税法上の支援対象とならない者がいる。 

このため、税法上の中小企業の基準を、中小企業基本法の中小企業の範囲を念頭に、資本金３億円以

下まで拡大し、研究開発や投資を促進すべきである（参考２）。 

 

参考１：規制・制度改革の例 

・医療機器等における「条件・期限付き承認制度」の創設 

・希少疾病の臨床試験における薬効性確認期間のさらなる短縮 
 

 

参考２：研究開発税制の利用数の約７割が中小企業 

企業等が試験研究した際の費用を控除できる研究開発税制の利

用件数は、8,930社中6,067社が中小企業（2013年度）と、約７割を

中小企業が占めており、研究開発に取り組む中小企業にとって重

要な税制となっている。 

中小企業以外

中小企業

Ⅲ．規制・制度改革等の推進 

提言５．経済を成長させる大胆な規制・制度改革、税制改革 

【提言内容】 

①許認可等の規制について定期的・自発的に見直しを行う仕組み（PDCA）の導入 

②「地方版規制改革会議」の早期設置 

③中小企業基本法を念頭に税法上の中小企業の基準を資本金３億円まで拡大 

出所：研究開発税制の活用状況（経済産業省） 

◇研究開発税制の利用企業数（2013年度）

2,863 社

32.1％

出所：「2015年度地方創生と中小企業の活力強化のための規制・制度改革の意

見50」（日本商工会議所） 

 
6,067 社 

67.9％ 
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【理由】 

中長期的に内需の伸びが限られる中、新興国を中心とした外需を取り込んでいく必要が高まっている。

また、グローバル化や情報化の急速な進展に伴い、巧妙化する模倣品、技術流出への迅速な対応が求めら

れる。知的財産の権利化と秘匿化を戦略的に組み合わせるオープン＆クローズ戦略が大きな武器のひとつ

となり得るが、ヒト・モノ・カネ・情報など様々な面で多くの制約を抱える中小・中堅企業においては、

知的財産を経営戦略、事業戦略に結び付ける取り組みは不十分なものにとどまっている。 

このため、中小・中堅企業の成長を促し、競争力向上を図る観点から、中小・中堅企業の特許取得を促

進し、中小・中堅企業の戦略的な知財経営を支援する必要がある。 

 

①特許の申請手続きの簡素化 

出願、審査請求、早期審査（②参照）、減免制度（③参照）について、ワンストップで一括申請ができ

るようにすること。 

 

②中小企業の意匠・商標の早期審査 

特許については、中小企業であれば早期審査制度が利用可能となっている。意匠および商標について

は、権利化について緊急性を要する場合に限る等の条件がついているため、中小企業であれば利用可能

とするように変更すること。 

 

③特許料等の減免制度の要件緩和と対象の拡大 

特許料等の減免制度の従業員数要件を、20人以下から300人以下に拡大すると共に、対象を「実用新

案、意匠、商標」まで拡大すること。 

（注１）従業員 20 人以下の小規模事業者、設立 10 年未満の中小・ベンチャー企業については、審査請求料、特許料

（１～10 年分）、国際出願手数料等を 1/3 に軽減する減免制度がある。 

（注２）アメリカには、従業員 500 人以下であれば特許料等が 1/2 になるスモールエンティティ制度、出願経験の

乏しい事業者については特許料等が 1/4 になるマイクロエンティティ制度がある。 

 

④特許庁審査部門の大阪設置 

出願件数の約２割を占め、ライフサイエンス、電機産業等が集積する大阪に特許庁の審査部門を新設

すること（参考１）。 

（注１）特許庁の審査部門は東京しかなく、医療機器開発や創薬に取り組む関西の中小企業には不便との声がある。

東京以外で審査が受けられる環境を整備することで、西日本、特に関西圏の中小企業の知財活用が促進され

る。 

（注２）「政府関係機関の地方移転に係る道府県等の提案募集要項」に基づき、大阪府が特許庁審査第一部～第四部

Ⅳ．知的財産経営の推進 

提言６．中小・中堅企業の特許取得推進 

【提言内容】 

①特許の申請手続きの簡素化 

②中小企業の意匠・商標の早期審査 

③特許料等の減免制度の要件緩和と対象の拡大 

④特許庁審査部門の大阪設置 
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（西日本を対象とする特許審査拠点の設置）の移転を提案している。 

 

⑤技術流出対策の取り組みへの支援 

開発した技術の流出は、中小・中堅企業にとって命取りであり、情報管理体制の構築・強化に取り組

む企業への支援策を講じるべきである。 

 

 

参考１．「次世代医療システム産業化フォーラム」の事例（大阪商工会議所） 

関西は、世界トップクラスの医療機関および優れた技術、特色ある製品開発を可

能とする多様な企業が集積していることから、大阪商工会議所では、医療機器産業

分野への中小企業の参入を促すため、「次世代医療システム産業化フォーラム」を平

成15年に設置。医療現場のニーズをダイレクトに企業に伝え、事業化に向けて共同

開発を提案する仕組みを構築している。 

2015年９月現在で全国103の医療機関、大学、研究機関が共同開発案件を提示、2,000案件以上開催して

いる産学医個別ミーティングでは累計567案件がマッチング、176案件が事業化を目指した段階に進展して

いる。 

こうしたことから、大阪商工会議所および大阪府は、特許庁審査部門を大阪に設置することを要望して

いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

出所：大阪商工会議所 HP 

◇フォーラム参加者推移 
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【理由】 

優れた技術を保有していても、その技術の価値を金融機関から評価され、資金調達できなければ事業化

まで至らず、埋もれたままとなってしまうケースも少なくない。 

このため、「知財ビジネス評価書」や「知的資産経営報告書」の活用等により、中小・中堅企業が保有す

る特許技術や知的資産を評価した融資をさらに促進すべきである（参考１、２、３）。 

 

参考１：特許等や知的資産経営は融資・投資に有効な手段 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考２：「知恵の経営」実践モデル企業認証制度（京都府） 

京都府では、平成20年より、商工会議所等の支援を受けて作成した中小企業の「知的資産経営報告書」

を有識者が評価し、一定以上の評価を得た企業をモデル企業として認証。11の金融機関が認証企業に対し

て低利融資を行っている。 

 

参考３：「知財ビジネス評価書」、「知的資産経営報告書」とは 

「知財ビジネス評価書」とは、中小企業の知財を活用したビジネス全体を調査会社等が評価するレポー

ト。 

「知的資産経営報告書」とは、特許や技術、ノウハウ、ブランド等の財務諸表には表れない企業の強み

（知的資産）を見える化した、企業自らが作成する報告書のこと。 

特許庁は、中小企業に対して、上記の作成費や作成に要する専門家派遣費用等の支援を実施し、担保に

よらない融資を推進している。 

 

 

 

 

Ⅳ．知的財産経営の推進 

提言７．中小・中堅企業の持つ技術力を評価した融資の促進 

【提言内容】 

①特許技術や知的資産を評価した融資の促進 

出所：平成26年６月 第３回中小企業・地域知財支援研究会資料「知財を活用した中小企業向け融資について」（特許庁） 
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地方創生に向けた「第５期科学技術基本計画」のあり方に関する７つの提言～中小・中堅企業と地域の視

点から～ 

＜提出先＞ 

総合科学技術・イノベーション会議、規制改革会議、経済財政諮問会議、産業競争力会議、知的財産戦略

本部 

＜実現状況＞ 

Ⅰ．中小・中堅企業の活力強化 

提言１．中小・中堅企業の活力強化に焦点を当てた科学技術予算の確保 

・第５期科学技術基本計画に、「官民合わせた研究開発投資を対 GDP 比の４％以上とすることを目標

とするとともに、政府研究開発投資について、（中略）対 GDP 比の１％にすることを目指すことと

する。（中略）第５期基本計画期間中に必要となる政府研究開発投資の総額の規模は約 26兆円とな

る」、「地方創生に向けた中小企業のイノベーション創出には、資金力に乏しく体力が弱い中小企業

に対し、研究成果の市場化を後押しすることが必要であり、政府のより一層の役割が期待される」

と記載された。 

提言２．中小・中堅企業の活力強化に焦点を当てた科学技術予算の執行 

・第５期科学技術基本計画に、「総合科学技術・イノベーション会議は、司令塔機能の更なる発揮に向

け、産学官・関係府省が総力を挙げて研究開発及び社会実装を進める SIP を強力に推進するととも

に、ImPACT の更なる発展・展開を図る」と記載された。 

・平成 27年度補正予算により、「介護ロボット等導入支援特別事業（52 億円）」が講じられた。また、

平成 28 年度予算において、農作業管理の自動化・知能化に向けた研究開発計画（課題名：次世代

農林水産業創造技術）を盛り込んだ SIP が講じられた。 

・生産性向上に向けた取り組み等の周知のため、経済産業省は、「中小サービス事業者の生産性向上

のためのガイドライン」に、IT活用等の優良事例を追加した。 

 

Ⅱ．地域の活性化 

提言３．“地元主導”の「地方創生クラスター（仮称）」形成への後押し 

・第５期科学技術基本計画に、「地域の魅力を生かし、新しい製品やサービスの創出、既存産業の高付

加価値化が図られていくためには、地域に自律的・持続的なイノベーションシステムが構築される

ことが重要である」と記載された。 

・平成 28年３月 22 日のまち・ひと・しごと創生本部会合にて、国立研究機関等 23機関 50 件の移転

を盛り込んだ「政府関係機関移転基本方針」が決定した。 

提言４．地域のものづくり産業を支え次代を担う人材の育成・確保 

・第５期科学技術基本計画に、「産学官の共同研究を取りまとめる人材、地域の潜在力を引き出し事

業創出する人材、ベンチャー企業の設立や成長を支える人材等、地域内外の資源や専門家の間を適

切につないでいく人材の存在が不可欠である」と記載された。 
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Ⅲ．規制・制度改革等の推進 

提言５．経済を成長させる大胆な規制・制度改革、税制改革 

・規制改革会議は、規制省庁が主体的・積極的に規制改革を推進するため、規制シートの作成等を行

う「規制レビュー」に取り組んでいる。また、地方版規制改革会議の設置に向け、平成 27年 12 月

に地方自治体首長宛に同会議の設置を要請する文書を発出した。 

 

Ⅳ．知的財産経営の推進 

提言６．中小・中堅企業の特許取得推進 

・第５期科学技術基本計画に、「中小企業の特許出願に対する意識を高め、知的財産の利活用を促進

する。これにより、我が国の特許出願件数（内国人の特許出願件数）に占める中小企業の割合につ

いて第５期基本計画期間中に 15％を目指す」と記載された。 

提言７．中小・中堅企業の持つ技術力を評価した融資の促進 

・特許庁は「知財金融ポータルサイト」を開設、「知財ビジネス評価書」の活用事例や、金融機関職員

向けのマニュアル等を公開している。 
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地球温暖化対策税の使途拡大等に反対する 

2015年11月9日 

 

１．安倍政権の下、日本経済の再生に向け、未来の成長につながる設備投資の拡大が期待されており、そ

のためには、事業環境のさらなる改善が必要である。しかしながら、東日本大震災後、原子力発電所の

稼働停止による化石燃料輸入の増加や、円高修正によるエネルギーコストの高騰等により、産業用の電

気料金は約４割上昇し、事業の足かせになっている。現に、電力多消費産業を中心に、事業からの撤退

や倒産、海外への移転が生じている。 

  こうしたなか、2012年10月に導入された「地球温暖化対策のための税」（地球温暖化対策税）につい

て、2016年４月に予定されている税率引上げの凍結、および廃止を含めた抜本的見直しを求める強い意

見が産業界の中にある。 

２．その一方で、来年度税制改正に向け、農林水産省や一部地方公共団体から、地球温暖化対策税収の使

途を拡大して森林吸収源対策に充てるべき、その一定割合を地方に譲与すべき、あるいは森林整備等の

ため二酸化炭素排出源を課税対象とする森林環境税(仮称)を創設すべき、との要望が出されている。ま

た、環境省は、森林吸収源対策や生態系保全等のための費用を国民が広く薄く負担するための森里川海

協力資金制度(仮称)の創設を求めている。 

３．これまで、地域社会と協力しながら森林保全対策や生態系保全に主体的に取り組んできた産業界とし

て、以下の理由から地球温暖化対策税収の使途拡大や森林環境税の創設に反対する。 

(1) エネルギーコストの低減が国家的な課題となるなか、省エネ対策等に活用すべき財源を他の使途に

用いるべきではない。 

(2) 地球温暖化対策税は「エネルギー起源 CO2排出抑制のための諸施策を実施する観点から」（平成25年

度税制改正大綱、2013年１月24日）導入された。その経緯を無視した使途拡大は納税者の信用を損な

うものである。 

(3) 地球温暖化対策税は、受益者負担の考え方の下、エネルギー起源 CO2排出抑制のための費用負担を

化石燃料利用者に課していることから、その税収を森林吸収源対策に充てることは、受益と負担の関

係を損なうこととなる。 

(4) 国民に広く多面的な便益をもたらす森林吸収源対策のための費用を特定の者に負担を課すことは

適当でなく、一般財源で手当てすべきである。 

４．森里川海協力資金制度は、具体的な負担の仕組みが不明確なうえ、施策の必要性も資金の使途も曖昧

であり、税制改正の検討対象とすべきでない。 

５．新たな税負担は企業の設備投資意欲を削ぐのみならず、企業の国際競争力の低下を招き、国内での事

業存続を更に困難にさせることになる。 

以 上 
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地球温暖化対策税の使途拡大等に反対する 

＜提出先＞ 

政府・与党関係各所 

＜実現状況＞ 

◆「平成 28年度税制改正に関する意見」（９月 16 日）を参照。 
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混乱なく消費税の軽減税率を導入するため、政府・与党が 

取り組むべき対策について 

平 成 2 7年 1 2月 1 7日 

日 本 商 工 会 議 所 

 

平成28年度与党税制改正大綱において、「軽減税率制度の導入・運用に当たり混乱が生じないよう、政

府・与党が一体となって万全の準備を進める」と示された。 

わが国で初めて導入される軽減税率制度により、平成29年４月１日まで、約１年３か月という極めて短

期間に、製造・卸売・小売・飲食店など、主に食料品を取り扱っている約120万者はもとより、中小企業を

はじめ、飲食料品を購買する全ての事業者が経理処理などの変更を余儀なくされる。 

日本商工会議所では、全国514商工会議所と連携し、中小企業をはじめ事業者に対する支援に全力で取り

組む所存であるが、混乱なく軽減税率を導入するためには、政府・地方自治体・事業者、官民が一丸となっ

た対応が必要不可欠である。 

そのため、政府・与党におかれては、下記に掲げる対策を早急に措置すべきである。 

日本商工会議所としても、今後、軽減税率導入に向けた事業者の準備が進むにつれて、さらに必要な措

置が発生することが想定されるため、引き続き意見を申し述べていく。 

なお、適格請求書等保存方式の導入に関し、事業者取引への影響の可能性等を検証し、必要と認められ

るときは、その結果に基づいて法制上の措置その他必要な措置を講ずることとされたことを踏まえ、今後、

徹底した検証を行うことが必要である。 

 

記 

 

１．まずは、対象品目の線引きや、区分経理の方法など、軽減税率制度の詳細を、早急に明らかにすべき

である 

２．中小企業をはじめ、全ての事業者において対応が必要となることから、政府内に総合対策本部を設置

するなど、国を挙げて、縦割りではなく、府省庁横断的に対応できる体制を整備すべきである 

３．制度の詳細について分かりやすく説明するなど、事業者のみならず消費者に対する周知も含め、政府

一丸となった広報（メディア、インターネットを含む）や説明会を実施すべきである 

４．事業者からの相談に対して、国の出先機関（税務署含む）および地方自治体は、万全の体制を整える

べきである。特に、軽減税率の対象かどうかの線引きが不明確な商品に関する照会等については、短期

間で回答し、その内容を全てホームページ上で公表する他、当分の間、土日・休日・夜間の相談窓口を

開設する等の措置を講じるべきである 

５．中小企業をはじめ事業者のレジスターの導入や、受発注・経理システムの改修に対する助成など、軽

減税率に対応するための準備に対して、万全な予算措置を講じるべきである 

以 上 
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混乱なく消費税の軽減税率を導入するため、政府・与党が取り組むべき対策について 

＜提出先＞ 

政府・省庁・政党等 

＜実現状況＞ 

・平成27年度予算の予備費から、複数税率対応レジの導入支援や電子商取引システムの改修支援等を行う予

算(996億円)が措置された。 

・財務省、総務省、経済産業省など関係行政機関から構成される「消費税軽減税率制度導入関係府省庁会議」

が設置された。 

・事業者向けパンフレットの作成・配布、国税庁による通達・Q&A の公表、政府広報や国税庁等のホームペー

ジに軽減税率特設ページ開設等による軽減税率制度等の事業者・消費者に対する広報・周知が行われた。 

・税務署のコールセンター内に軽減税率電話相談センターが設置 等 
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総合資源エネルギー調査会 基本政策分科会 

再生可能エネルギー導入促進関連制度改革小委員会報告書（案）に対する意見 

 

平成28年１月15日 

日本商工会議所 

 

１．現状認識および基本的考え方 

 

（１）エネルギーに関する現状認識および基本的考え方 

平成23年３月の東日本大震災を境に、わが国のエネルギーを取り巻く状況は大きく変化した。原子力発

電は稼働を停止し、その代替としてフル活用されている火力発電用の化石燃料費が増大した。この結果、

電力コストが上昇し、中小企業を含む電力需要家に悪影響を及ぼしている。 

こうした状況下、震災後初めての「エネルギー基本計画」が平成26年４月に、その内容を踏まえた「長

期エネルギー需給見通し（エネルギーミックス）」が27年７月にそれぞれ決定された。当所は、政府におけ

るエネルギーミックス検討の過程で、27年４月に提言『中長期的なエネルギーミックス策定に向けた基本

的考え方』を取りまとめ公表した。 

上記提言に記載したとおり、当所が平成26年度に実施した全国調査で電力コストの更なる上昇の負担限

界を「１円／kWh まで」とする回答が全体の３分の２を超え、中小企業による電力コストの負担は限界に

近づいていることが明らかになった。このため、電力コストの上昇に一刻も早く歯止めをかけて早急に震

災前の水準に戻し、その上で更なる電力コスト抑制を図るべきであり、その具体策として、「安全が確認さ

れた原子力発電の順次速やかな運転再開」ならびに「再生可能エネルギー固定価格買取制度（FIT）の早期

抜本的見直し」が必要であると、当所では考えている。 

 

（２）FIT 制度における課題と解決の方向性 

COP21においてわが国が表明した環境負荷の低減目標達成やエネルギー自給率向上のため、再生可能エ

ネルギーの活用は極めて重要である。 

しかし、再生可能エネルギーの普及拡大を図るため平成24年に導入された FIT 制度は、27年度の賦課金

単価が1.58円／kWh（26年度0.75円／kWh）、賦課金総額が１兆3,222億円（同6,350億円）と、単価・総額と

も前年度からほぼ倍増しており、同制度が毎年、当該年度の賦課金が積み重なる仕組みであることから、

28年度以降も確実に賦課金が増加することが見込まれる。賦課金の増加は中小企業の電力コストを更に上

昇させ、足元の経営に大きな打撃を与えるとともに、将来を見据えた設備投資の計画や雇用の維持にも悪

影響を及ぼす。 

また、FIT 制度の設備認定が事業用太陽光（出力10kW 以上の太陽光）に著しく偏っている（認定容量ベー

スで88.3％（注５））ことから、今後、これに対応するための送電網の整備や連系線の増強、出力が天候な

ど自然状況に左右されることに伴うバックアップ用調整電源の確保などが行われた場合、国民負担がます

ます増大する恐れがある。 

今般、意見募集が行われた報告書（案）において、「再生可能エネルギーの 大限の導入と国民負担の抑

制の両立を図る」方向性が示されている点は、概ね評価する。今後は、以下の２点の基本的視点を踏まえ
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た詳細な制度設計および適切・迅速な制度運用を行うことを強く要望し、意見を提出する。 

 

＜基本的視点＞ 

（１）再生可能エネルギーの導入促進と国民負担の抑制を 適な形で両立すること 

（２）国民負担の増加が急速に拡大していることから、出力の不安定性のため自給率の向上や環境負荷

低減の効果が十分に得られない「太陽光」の導入を抑制するとともに、より安価で安定的な電源から

導入を推進していくこと 

なお、（１）（２）を実施するにあたっては、国民負担とその負担による効果について、十分国民に

説明し、理解を得る努力をすることが何よりも重要である。 

 

２．個別項目に対する意見 

＜「認定制度の見直しと未稼働案件への対応」＞ 

（１）報告徴収・聴聞手続を通じた認定取消の取組強化 

FIT 制度に基づく認定案件のうち、件数ベースで、平成24年度は13％、25年度は42％が未稼働のまま

（注６）となっている。このような状況を早期に解消するため、現在実施している報告徴収・聴聞手続

を「迅速に」行い、認定の取り消しを「厳格に」行うことが必要である。 

 

（２）認定取得後の運転開始期限の設定 

認定を取得して買取価格を確定し、その権利を保留したまま運転を開始しないといった、制度本来

の目的に沿わない形での未稼働案件の大量発生を予防するため、認定取得後（＝買取価格決定後）、一

定期間内の運転開始を義務付けることが必要である。一定期間内に運転を開始しない認定案件につい

ては、報告徴収・聴聞手続を行い、正当な理由なく運転を開始していないことが明確になった時点で、

認定の即時取り消しを行うことも検討すべきである。 

 

（３）制度の切り替えに際して設ける猶予期間 

電力会社と再生可能エネルギー発電事業者の双方が、契約申込から接続契約までの標準処理期間（現

行：高圧、特別高圧で 大９カ月）（注７）を念頭に置いて互いに連携し、手続きの円滑化に努める仕

組みを構築したうえで、制度切り替えに際して設ける猶予期間は出来るだけ短く設定し、期限超過後

は国の責任の下で認定を取り消すことが必要である。 

 

＜「コスト効率的な導入」＞ 

４つの新たな買取価格決定方式の導入を検討する方向性が打ち出されたことは評価する。しかし、「各

電源の個性に応じた 大限の導入拡大と国民負担の抑制を両立」を実現するためには、まずは、政府が

「太陽光」の導入抑制、および安価で安定的な電源の優先導入を基本的考え方に据え、今後の導入量およ

び賦課金総額について、将来の予定される目標値を予め示すことが先決である。そのうえで、適正な国

民負担が実現できるよう、買取価格・期間・方法さらには導入量を総合的にコントロールできる仕組み

を構築することが何よりも不可欠である。 

 

（４）買取期間の短縮を通じた早期自立化の促進 

報告書（案）には、買取価格の設定による自立化促進について記載されているが、買取期間（現行：
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住宅用太陽光の場合10年、事業用太陽光の場合20年）短縮が自立化促進に繋がるか可能性の有無につ

いてもあわせて検討を行うべきである。 

 

（５）中長期的な買取価格目標の設定 

ビジネスの世界では、事業者が自らの能力・責任の下でリスクを負い、価格を含む将来の市場動向を

予想し、それに対応するための経営を行うのが一般的である。また、将来の買取価格がその時点での実

勢価格を踏まえているかどうかについては、価格決定の時点では把握しづらく、適切な価格設定は極

めて難しいと考える。 

見通しとはいえ、政府が将来の買取価格の目標を示すにあたっては、事業者の努力やイノベーショ

ンによるコスト低減を促す観点を視野に入れて、慎重に対応することが必要であり、実施するのであ

れば、機動的かつ柔軟に見直すことが必要である。 

 

（６）コスト低減や事業者の競争を促す買取価格決定方式 

②の「買取価格の低減スケジュールを複数年にわたり予め決定する方式」については、上記（５）と

同じ理由により、慎重に対応することが必要であり、実施するのであれば、機動的かつ柔軟に見直すこ

とが必要である。 

また、④の入札方式は、政府による買取価格のコントロールが効きにくい方式であり、入札条件に

よっては、高い価格帯での競争に終わり、買取価格の引き下げに繋がらないリスクがある。このため、

入札価格の上限設定など政府による関与を維持したうえで、国民負担抑制を確実に果たすための制度

設計を行うことも検討すべきである。 

なお、「買取価格をより細かい期間で設定」（現行：１年ごと）は、その時々の状況をタイムリーに反

映する効果が見込まれることから、前向きに検討すべきである。 

 

（７）再生可能エネルギーごとの価格決定方式 

①太陽光発電 

「事業用」太陽光発電への導入について記載されている入札制度を設計する際には、上記（６）と

同じ理由により、国民負担抑制を確実に果たすための制度設計を行うことが必要である。 

一方、「住宅用」太陽光発電については、個別案件の発電電力量は小さいとはいえ、余剰電力を売

電して収入を得るからには、ある程度のリスク負担をすべきであり、余剰買取制度に基づく買取期

間（現行：10年）終了後も、国民負担を原資とする賦課金で発電電力を買い取るような措置は不要

である。 

 

②風力発電 

風力は天候など自然状況により発電電力量が変動する電源のため、国民負担を抑制する観点か

ら、これまでよりも厳しい買取価格を設定して、技術開発を促進することが必要である。 

なお、仮に数年先の認定案件の買取価格を決定したとしても、その時々の状況を踏まえて常に検

証を行い、必要があれば買取価格を柔軟に見直すことができる制度にすることも検討すべきであ

る。 

 

（８）賦課金の減免制度 
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日本の国際競争力を維持し、強化する観点から、賦課金の減免制度は維持すべきと考える。一方で、

賦課金の増加に伴って同制度の必要額（平成27年度対象事業者数：1,064社、同必要額：456億円）（注

８）も増加しており、財源および減免制度の対象等については、減免を受けていない国民の理解促進の

観点も踏まえ、更に検討を重ねることが必要である。 

 

＜「リードタイムの長い電源の導入促進」＞ 

（９）リードタイムの長い電源に係る数年先の認定案件の買取価格決定 

「①数年先の認定案件の買取価格決定」については、上記（５）と同じ理由により、慎重に対応すべ

きである。仮に数年先の認定案件の買取価格を決定したとしても、その時々の状況を踏まえて常に検

証を行い、必要があれば買取価格を柔軟に見直すことができる制度にすることも検討すべきである。 

 

＜「電力システム改革を活かした導入拡大」＞ 

（10）電力システム改革を活かした導入拡大 

電力広域的運営推進機関は、平成27年４月、電源の広域的な活用に必要な送配電網の整備を進める

とともに、全国大で平常時・緊急時の需給調整機能の強化を行うことを目的に設置された。今後、新た

に広域系統の整備を検討する際には、再生可能エネルギーの導入見込量のみならず、国民負担や電力

の安定供給への寄与といった観点も踏まえた費用対効果もあわせて考慮すべきである。 

また、広域系統の整備を検討する過程で、整備に必要な費用と電気料金への転嫁による国民負担額

の精査と開示、国民に対する分かりやすい説明が必要である。 

 

＜「おわりに」＞ 

（11）2030年以降を見据えた記述 

「健全な形」の示す意味合いが不明確である。エネルギーミックスを踏まえ、「各電源の個性に応じた

大限の導入拡大と国民負担の抑制を両立する形」と修正すべきである。 

 

３．報告書に記載されていない要望事項 

（１）報告書（案）に記載された見直しによる国民負担抑制効果の試算の明示 

今回提示されている見直しが実現した場合、国民負担の抑制効果がどの程度になるかが不明確であ

る。どの程度の抑制効果があるのかが不明のままでは、見直しの内容が適切なのかどうかの判断がで

きにくい。早急に、将来にわたる国民負担の抑制効果を試算して公表することが必要である。 

 

（２）国民負担抑制効果の試算を用いた制度見直し効果の検証とその結果を踏まえた制度の柔軟な見直し 

新たな認定制度の施行から一定期間が経過した後、上記（１）の試算と実際の抑制効果を比較するこ

とで国民負担抑制効果を検証し、もし抑制効果が不十分と判断された場合には、改めて制度存続の必

要性の有無を含めた形での見直しに向けた議論が必要である。 

 

（３）国民負担に関する適切な情報開示 

FIT 制度は幅広くかつ長期にわたる国民負担を伴う仕組みであり、負担者である国民に対し、国民負

担の程度やその使途、その効果について分かりやすい説明を行い、理解を得ることが欠かせない。この

ため、買取対象となった電力を発電した企業の名称やその量、金額等の情報を公開することで、国民が
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負担した賦課金の使途を明確にし、制度の透明性を高める仕組みが必要である。 

 

（４）調達価格等算定委員会の位置づけの明確化および査定の適正化 

報告書（案）に明確な記述がない FIT 制度見直し後の調達価格等算定委員会の位置づけ・役割を明

確にすべきである。 

また、同委員会における査定の適正化を行わずして、国民負担抑制は図れない。同委員会の査定にお

いては、以下の点を考慮すべきである。 

①再生可能エネルギーの導入促進と国民負担の抑制を 適な形で両立するため、再生可能エネルギー

電源ごとの適切な割合、導入量・認定量、および国民負担額等の状況を十分に勘案しコントロール

すべきである。 

②再生可能エネルギー発電事業者から提出されるコストデータ・利益データの分析については、現状

よりもさらに厳格に行った上で、買取価格を決定すべきである。 

③再生可能エネルギー特別措置法第36条（資料提出その他の協力）では、同委員会が必要と認めた場

合における、行政機関や地方公共団体の長、その他の者に対する資料提出、意見陳述等の協力依頼

について規定しているが、その趣旨を踏まえ、幅広く関係者、専門家の資料提出、会議出席等によ

る協力を求め、多角的な視点からの議論を行うべきである。 

④調達価格等算定委員会委員（現行：５名）に、中小企業を含む産業界の電力ユーザーの立場の委員

を加え、経営実態を踏まえた検討を行うことが必要である。 

 

以 上 

 

（注５）総合資源エネルギー調査会 基本政策分科会 再生可能エネルギー導入促進関連制度改革小委員会 

（注６）（第２回会合）資料２ ２頁参照 

http://www.meti.go.jp/committee/sougouenergy/kihonseisaku/saisei_kanou/pdf/002_02_00.pdf 

（注７）電力広域的運営推進機関「送配電等業務指針」の「接続検討の回答期間」（第 75条）、「発電設備等契

約申込みの回答期間」（第 89 条）、「同時申込み」（第 91条）を参照 

（注８）総合資源エネルギー調査会 基本政策分科会 再生可能エネルギー導入促進関連制度改革小委員会 

（第３回会合）資料１ 17 頁参照 

http://www.meti.go.jp/committee/sougouenergy/kihonseisaku/saisei_kanou/pdf/003_01_00.pdf 

 

 

 

再生可能エネルギー導入促進関連制度改革小委員会報告書（案）に対する意見 

＜提出先＞ 

資源エネルギー庁 

＜実現状況＞ 

◆「中長期的なエネルギーミックス策定に向けた基本的考え方」（４月 16日）を参照。 
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東日本大震災からの復興に関する意見・要望 

５年後の確実な復興・創生の実現とその先を見据えた取り組みを 

 
 

平成28年２月18日 

日本商工会議所 

 

東日本大震災から、間もなく５年が経過する。仮設住宅等での生活を余儀なくされている避難者は、一

時47万人に上ったが、現在は18万人となり、住宅再建はピークを迎え、被災事業者の施設・設備もほぼ復

旧しつつある。 

 

この間、被災地の自治体や住民、事業者、団体などが自ら立ち上がり、懸命な努力によって、現在に至

るまで復旧・復興が進展してきた。このような地域の取り組みは、政府が集中復興期間として位置づけた

過去５年における、交付金や税制措置、特区制度、人的支援等の様々な施策が、強力な下支えとなってい

ることは言うまでもない。 

 

他方、地域ごとの被害状況の違い、土地区画整理等を行う際の権利者との調整状況、業種ごとの需要動

向や雇用情勢の差異などにより、この５年間で、地域間あるいは業種間で復興の進捗に大きな差が生じて

いる。すべての地域が、10年間とされている復興期間の総仕上げに向けた「新たなステージ」に立つこと

ができるよう、平成28年度以降の復興・創生期間においては、こうした現状も十分に踏まえたうえで、被

災地の住民・事業者の自立の実現に向けて、これまで以上に、地域の実情にきめ細かく対応した効果的な

支援が必要である。 

 

また、住宅や道路、鉄道等の整備が進捗しているが、復旧・復興の進捗状況により変化する、住民や事

業者の生活・交通インフラに対するニーズに十分に対応していないケースもある。この際、工事未着手と

なっているものについては、需要縮小などの実態に合わせた、下方修正を含む計画変更を躊躇すべきでは

ない。また、工事完了後であっても、有効活用の見通しが立たない場合には、当初計画以外の用途への変

更を認めるなど、柔軟な対応を図る必要がある。 

 

現在、被災地が直面している共通かつ極めて深刻な課題は次の４点であり、政府には重点的に対応いた

だきたい。 

 

 

１点目は、「インフラ整備」である。防潮堤やかさ上げ道路は地域の住宅再建や産業復興の基盤となり、

また、復興道路・復興支援道路は災害発生時の「命の道」としての役割を有する。これらの整備について

は、 優先で着実に推進すべきである。また、住民の帰還や企業立地等の計画的な取り組みの促進につな

がるよう、鉄道・道路等の開通時期を早期に明示することが重要である。 
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２点目は、「観光・農林水産業の再生」である。いずれも全国各地において地方創生の切り札として期待

される分野であり、日本全体ではインバウンドが震災前の２倍以上、農林水産品の輸出が過去 高となる

中、東北では訪日旅行者数は震災前の水準にようやく戻ったところであり、水産加工業の売上は震災前の

４割にとどまっている。大都市を中心に急増するインバウンドの被災地への誘客プロモーションや、沿岸

部被災地域の基幹産業である水産業・水産加工業等をはじめとする農林水産関連の商談会等の販路開拓事

業への支援の拡充が求められる。 

 

３点目は、「人手不足への対応」である。被災地では労働力不足が深刻な状況であり、それが復興事業の

遅れの要因ともなっている。来年度以降、2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会に向けた準

備が本格化すれば、被災地の人手不足がさらに深刻化し、復興の足かせとなることが危惧される。復興の

原動力となる労働力確保に向けた早急な対策が不可欠である。 

 

４点目は、「福島の復興再生に向けた支援」である。福島県、特に浜通り地域は、未だ他の被災地とは異

なる深刻な課題に直面しており、中長期的対応が必要である。復興・創生期間後も、継続して国が前面に

立った取り組みが必要である。また、風評被害は福島県において根強く続いているが、その影響は福島県

に留まらず、東北全体はもとより関東などにも及んでおり、そのことが、観光・農林水産業の不振や人手

不足の要因の一つともなっている。風評被害の払拭に向け、正確かつ効果的な情報発信を国内外で強化す

るなど、粘り強い取り組みが必要である。 

 

被災地の人口は、流出等による社会減が続いており、復興が遅れれば、さらなる減少の加速が懸念され

る。これを食い止めるために、被災地の復旧・復興は、もはや一刻の猶予も許されない。政府は、復興・

創生期間に向けた「東日本大震災からの復興の基本方針」の見直しにあたり、上記課題への対応に十分配

慮いただくとともに、分野ごとの課題として、下記の事項に早急かつ着実に取り組まれるよう強く要望す

る。 

 

日本商工会議所は、引き続き、全国514商工会議所と連携し、被災地・被災事業者の復興に向けた支援に

全力で取り組んでいく。 
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記 

Ⅰ．インフラ復旧・復興まちづくりの促進 

１．インフラの着実な復旧・整備の促進を 
（主な要望先：復興庁、国土交通省） 

震災復興・地方創生の基盤としてのみならず、災害発生時のライフラインとしての機能を果たすインフ

ラの整備を着実に推進されたい。 

 

（１）防潮堤やかさ上げ道路の整備は、地域の住宅再建や産業復興に密接に関わることから、早期かつ着実

な整備を図られたい。 

（２）復興道路・復興支援道路は、災害時における「命の道」としての役割を有するとともに、平時の物流

効率化や交流人口拡大にも資することから、企業立地や設備投資の見通しが立ちやすくなるよう、全線

開通時期を早期に明示するなど、ストック効果の発揮に向けた工夫を図りながら、着実な整備を図られ

たい。 

（３）鉄道については、復旧工事が本格化しつつある JR山田線・常磐線の早期の運転再開を図られたい。

また、JR大船渡線・気仙沼線については BRT（バス高速輸送システム）による整備が進んでいるが、復

興まちづくりとあわせた復旧を図りながら、一層の利便性向上に取り組まれたい。 

（４）重要港湾等については、ふ頭、荷捌き施設の早期復旧や耐震性確保など、物流機能の整備・強化を促

進されたい。 

 

２．復興事業の長期化に伴う余剰宅地等の発生や商業機能復旧の遅れへの 

対応を 

（主な要望先：復興庁、経済産業省、国土交通省） 

復興事業の遅延・長期化により、余剰宅地等の発生や商業機能の復旧の遅れなど、復興まちづくり・産

業復興を進めるうえでの新たな課題が顕在化している。地域によって復旧・復興の進捗に大きな差が生じ

ていることから、地域の実情に応じた用途転換も含めた利活用促進など、丁寧な制度設計・運用を図られ

たい。 

 

（１）住宅再建については、急激な人口流出や住民意向の変化を踏まえた災害公営住宅等の整備計画の見

直しが行われているものの、今後、余剰宅地・住宅の発生が見込まれることから、必要に応じて一般の

公営住宅や移住者向け住宅としての用途転換等による利活用促進の方策を検討されたい。 

（２）商業機能の復旧については、土地区画整理事業等の長期化により恒久的な産業用地の確保の遅れと

ともに、人手不足・資材価格の高騰が深刻化していることから、商業施設等復興整備事業の補助金交付

上限額の引き上げを図られたい。 

（３）飲食業など、事業再開にあたり減価償却資産に該当しない備品等の導入コストをかけざるを得ない

事業者に対する支援を創設されたい。 
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Ⅱ．産業復興・なりわいの再生 

１．観光振興など交流人口拡大に向けた支援策の拡充を 

（主な要望先：観光庁、文部科学省、復興庁） 

（１）日本全体ではインバウンドが震災前の２倍以上となる中、東北では震災前の水準にようやく戻った

ところであり、他の地域に比べ、インバウンドの効果を享受できていない。被災地を含め東北地方が一

体となって、インバウンド増加に取り組む必要がある。昨年、国は、仙台市を「グローバル MICE 強化都

市」の一つに選定したが、仙台市のみならず、東北を強化地域に指定し、東北で取り組む MICE（大会・

学会・国際会議・展示会・セミナー・招待旅行等）の誘致に向けたプロモーションや、受け入れ体制整

備の支援を強化されたい。MICE を通じたインバウンド拡大を支援するとともに、東北のイメージアップ

につながる海外への情報発信を強力に推進されたい。 

（２）平成24年７月から実施されている中国人観光客に対する数次査証（ビザ）の発給について、対象を青

森県・秋田県・山形県にも拡大されたい。また、平成23年11月15日から５年間で実施している、「被災地

３県を訪問する外国人に対する査証料の免除」についても、東北６県に対象を拡大し、延長されたい。 

（３）依然として続く風評被害等により、特に、福島県を訪問する修学旅行生は震災前の水準の半分程度に

留まっている。子ども農村漁村交流などへの積極的な支援や、防災・震災学習プログラム等による復興

ツーリズム、地域の伝統産業の体験ツアー、東北地方で開催されるデスティネーションキャンペーンと

の連携など、教育旅行の誘致に向けた取り組みを支援するとともに、保護者等を対象とした啓発活動を

展開されたい。 

（４）震災後の取り壊しを免れた歴史的建造物を保存し、復興へ向けた観光資源として活用する取り組み

や、周辺の大都市をターゲットとしたシティセールス事業など、交流人口の拡大を目指す取り組みに対

する支援制度を拡充されたい。 

（５）2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会は、東日本大震災からの復興を世界に PRする絶

好の機会であるため、各国のキャンプ誘致や関連イベントの開催等に積極的な支援を図られたい。併せ

て、甚大な被害を受けた宮城県石巻市を聖火リレーのスタート地とすることで、震災の記憶が風化せず

に、東北および全国各地に受け継がれる機会とされたい。 

 

２．国際競争力を備えた農林水産業の再生を 

（主な要望先：復興庁、農林水産省） 

被災地の基幹産業である農林水産業の再生は急務である。農林水産業の再生に向け、規制緩和や企業の

新規参入促進等による国際競争力を備えた農林水産業の育成とともに、ブランド化や６次産業化の取り組

み、経営支援などあらゆる対策を講じられたい。 

 

（１）被災地の農林水産物については、放射性物質の基準を順守し、万全の対策を講じているにも関わら

ず、現在も諸外国において輸入規制が継続されている。政府においては、水や土壌等に含まれる放射性

物質や空間放射線量に関して、総合的かつ長期的にモニタリングを実施し、人体への影響や放射性物質

の移動・移行状況等に関する科学的根拠に基づいた正確な情報を、国内外へ迅速かつ分かりやすく公表・

説明し、安全性に関わる信認回復を早急に図られたい。また、農林水産物等の輸出が円滑に進むよう、

WTO 等の国際機関の活用も含め、過剰な反応の抑制や輸入規制の撤廃等に向けた取り組みを強化された

い。 
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（２）海洋への放射性物質を含む汚染水の流出は、安全性に対する不信感を招き、諸外国による農林水産物

の輸入規制の大きな要因となっていることから、将来にわたり徹底した汚染水処理施設等の整備・管理

を図り、今後一切、汚染水が海洋へ流出することがないよう、国が前面に立って必要な対策を講じられ

たい。 

（３）水産業に関しては、水産業共同利用施設復興整備事業補助金（補助率：８分の７）が非常に高く評価

されていることから、その継続と基準（水産加工品の場合、原料の２分の１以上が国産であることが条

件等）の緩和を図られたい。さらに、円安による輸入原料の価格高騰等により経営が圧迫されているこ

とから、製造コストの急激な増加に対応するための影響緩和措置を創設されたい。 

（４）販路の開拓に向け、HACCP（※）への対応を迫られている事業者が、機器や設備を高度化する際の支

援を拡充されたい。 

※HACCP(ハサップ/Hazard Analysis and Critical Control Point)：原材料の受入から 終製造までの各工程に

おける汚染・異物混入等の危害要因を分析したうえで、危害防止につながる重要工程を継続的に監視・記録す

るシステム。 

 

３．被災企業の販路回復・開拓を通じた自立促進への支援を 

（主な要望先：復興庁、経済産業省、農林水産省） 

事業再開を果たしても、販路の喪失や風評の影響等により、売上が回復せず、厳しい経営状況にある中

で、原材料価格の高騰等が事業者の経営を一層困難なものにしている。販路の回復・開拓に向けては、首

都圏・大都市等での見本市等の開催やアンテナショップの設置、被災地での商談会の開催、海外における

販路開拓事業等について、支援措置が講じられているが、早期の販路回復に向け、さらに以下の措置を講

じられたい。 

 

（１）商談会等に参加する被災者側（サプライヤー）および支援者側（バイヤー）双方への助成（交通費、

宿泊費に対する補助など）や、各地商工会議所等が取り組む販路開拓のための専門人材（商社・百貨店

等のバイヤー経験者）確保に対する助成措置を講じられたい。 

（２）水産庁の支援による東北復興水産加工品展示商談会や東北経済産業局を中心とした三陸水産加工品

の統一ブランドの構築等をはじめとする、被災地の水産加工品等の販路回復に向けた取り組みへの継続

的な支援を講じられたい。 

（３）投資家が投資先事業者のファンや顧客となるクラウドファンディングは、新たな顧客の開拓や販路

拡大につながるとともに、ファンド組成にあたっての事業計画策定を通じ、マーケティングや資金調達、

事業運営等を見直すことにより、事業者の資質向上や事業再開に資する仕組みであることから、被災事

業者がファンドを活用する際の運営会社に対する手数料等への支援を図られたい。 

 

４．復旧・復興の段階を踏まえたグループ補助金制度の柔軟な対応を 

（主な要望先：経済産業省） 

震災直後から、多くの被災事業者の事業再開を後押しした中小企業等グループ施設等復旧整備補助事業

（グループ補助金）については、土地のかさ上げ工事が完了した後に本格復旧に着手する事業者や、市街地

整備事業が完了した後に共同店舗の新設等を行う事業者が依然として残されており、長期的かつ継続的な

支援が求められていることから、以下の措置を講じ、復旧・復興の段階に即した支援制度とされたい。 
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（１）復興計画による土地のかさ上げ工事の長期化等により、当初想定していた年度内での事業着手・完了

が困難なケースも生じていることから、今後も引き続き十分な予算を確保されたい。 

（２）新たなグループ組成が困難となっている事業者については、既存グループへの追加が認められてい

るが、その際の申請要件や運用（事業計画書の再提出等）を簡素化されたい。 

（３）グループ補助金を活用して事業を再開した事業者について、土地のかさ上げが決まり、移転を迫られ

るケースなど、自己都合ではない理由により移転を余儀なくされた事業者が移転先で新たな建物や設備

等を導入する際の支援制度を創設されたい。 

（４）平成27年度予算において、新分野需要開拓等を見据えた新たな取り組みへの支援が措置されたが、す

でにグループ補助金による支援を受けた事業者も含め、より多くの被災事業者が活用できる制度を創設

されたい。 

 

５．安価で安定的な電力・エネルギーの供給確保を 

（主な要望先：経済産業省、環境省） 

被災地における産業の復興・再生の前提として不可欠なのが、安価で安定的な電力・エネルギーの供給

確保である。しかし、東日本大震災以降の電力コスト上昇は、電力多消費の産業はもとより、水産業や商

業、観光業など幅広い業種にも影響を及ぼしており、復興の妨げになっている。被災地の雇用を支える中

小事業者の復興・再生が滞ることのないよう、特段の配慮をお願いしたい。 

 

６．被災企業に対する資金繰り支援の継続を 

（主な要望先：復興庁、経済産業省、金融庁） 

復興まちづくりの本格化に伴い、新たな資金借入を必要とする中小事業者の増加が予想される。また、

事業再生においては、買取企業のフォローアップや買戻しへの対応、売上・利益の減少等による新たな経

営計画の策定、間接被害に苦しむ事業者への再生計画の策定支援など、きめ細かな支援が必要であり、引

き続き確実に予算を確保したうえで、「産業復興機構」と「東日本大震災事業者再生支援機構」による二重

ローン対策を継続・強化されたい。 

また、東日本大震災復興緊急保証および東日本大震災復興特別貸付、小規模事業者経営改善資金震災対

応特枠（災害マル経）等についても、万全な相談・支援体制を継続されたい。 

 

７．被災地域における商工会議所等の経済団体への支援拡充を 

（主な要望先：復興庁、経済産業省、財務省） 

経営指導等による被災事業者の事業再開や地方創生に向けた施策の推進など、地域経済の中核的な役割

を果たす経済団体に対しては、中長期的な財政支援（運営・事業費の拡充および復旧・復興に必要な業務

を行う職員の人件費支給等）を講じられたい。また、震災により甚大な被害を受けた商工会議所会館等の

新設や建て替え、大規模改修等への財政支援の拡充と２分の１補助に係る要件の緩和や会館建設への寄付

金の円滑な全額損金算入措置を図られたい。 
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Ⅲ．インフラ復旧・産業復興の原動力である労働力の確保 

（主な要望先：復興庁、厚生労働省、経済産業省、国土交通省） 

産業復興・事業再開に向けた施設・設備復旧が着実に進む一方で、多くの業種における労働力不足や雇

用のミスマッチが深刻な問題となっている。これを看過すれば、復興の進捗に重大な影響が生じ、「総仕上

げ」の前提が大きく崩れることになりかねない。ついては、労働力の確保や人材育成支援、ミスマッチ解

消に向け、以下の措置を早急に講じられたい。 

 

（１）本格化する復興まちづくりに対応するため、土木・建設・鉄道分野等における技術者や現場の従事者

の確保に向けて、官民 OB人材等の一層の活用を図られたい。 

（２）従業員用の宿舎整備が完了するまでの応急的措置として、仮設住宅の空き室を宿舎として利活用で

きるよう運用の改善を講じられたい。 

（３）事業復興型雇用支援事業（仮称）については、ハローワークの紹介が申請要件とされているが、ハ

ローワークを経由せずに伝手で労働者を確保している事業者が多いことから、申請要件とされないよう

柔軟な対応を図られたい。 

（４）物流を担うトラックドライバー不足が深刻化していることから、中継輸送の促進、荷降ろしの機械

化、女性用トイレの増設など、高齢・女性ドライバーに配慮した物流体制を構築されたい。また、高速

道路料金の割引や遠隔地への配送による掛かり増し経費の一部公的負担などの側面支援も図られたい。 

（５）被災地の長期的な産業復興には、被災地外からの労働力の受入のみならず、地域内での人材育成によ

る労働力確保が不可欠であることから、新商品開発やマーケティング能力の向上等を目的とした人材育

成に対する支援策を拡充されたい。 

（６）産業集積の形成や既存企業の生産拡大等を通じた雇用創出に資する「津波・原子力災害被災地域雇用

創出企業立地補助金」については、今後も継続して十分な予算を確保するとともに、投下固定資産や新

規雇用者数等の要件を緩和し、中小事業者が活用しやすい制度とされたい。 

 

 

Ⅵ．国の主導による福島の復旧・復興の加速 

福島県は、地震・津波による被害に加え、東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う放射性物質汚染の

影響により、発災から５年が経った今もなお、除染・汚染水処理の問題は収束がみられず、風評被害や住

民の健康管理などについても、他の被災地とは異なる深刻な課題に直面している。まずは、合理的な目標

期限を設定のうえ国の責任のもとで一刻も早く除染・汚染水処理を完遂するとともに、個々の被害実態に

見合った原子力損害賠償の完全実施、そして福島第一原発の廃炉等を通じて事故の収束を実現していかな

ければ、福島の復旧・復興は成し得ない。 

加えて、未だ10万人弱の福島県民が５年間も続く避難生活を余儀なくされており、福島第一原発の事故

収束に向けた取り組みと並行して、産業振興や生活再建への取り組みをさらに強化していくことが不可欠

である。地域住民や事業者が安心して帰還できるよう、十分な医療・福祉、保育、教育体制の確保や防犯

対策などの生活環境整備を促進されたい。避難者が働く場所を確保して故郷へ帰還し、被災前と同等の事

業活動や生活を取り戻すことこそが、福島第一原発事故によって被害を受けた地域・産業の復旧・復興に

つながると改めて深く認識したうえで、 以下の取り組みを早急かつ着実に進められたい。 
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１．除染・汚染水処理や風評被害対策等の迅速かつ確実な実行を 

（主な要望先：復興庁、経済産業省、環境省、文部科学省、農林水産省） 

福島の復旧・復興の加速に向けて、除染、汚染水処理や風評被害対策等に関する財政措置を含めた以下

の取り組みを 優先に、迅速かつ確実に実行されたい。 

 

（１）合理的な目標期限の設定に基づく迅速な除染の完全実施、除染実施後の地域再生に向けた対策の強

化 

（２）国の責任の下での早急かつ確実な汚染水処理の実施 

（３）地域の合意と不安解消を前提とした中間貯蔵施設の早期本格稼働、 終処分場の早期設置、国の主体

的関与による早急かつ確実な廃炉の実現 

（４）中間貯蔵施設への除去土壌など汚染物質搬入にかかる安全性の確保と周辺地域 への十分な配慮 

（５）国内外に根強く残る風評被害の払拭に向けた、放射線リスクに関する科学的知 見の周知、世界水準

を大幅に上回る食品の放射性物質濃度国内規制値等の見直し、および福島県産品の安全性の周知強化 

 

２．国の指導の下での原子力損害賠償の確実な実施を 

（主な要望先：内閣府、復興庁、経済産業省、文部科学省） 

福島第一原発の事故発生に起因した営業損害をはじめとする原子力損害賠償については、直接・間接に

かかわらず被害を受けた事業者が、被災前と同等の事業活動を行える見通しが立つまでの間、原子力災害

の特殊性や損害の範囲、被災事業者の意向等を十分に踏まえ、個々の被害実態に見合った十分な賠償期間

と金額が確保されるとともに、きめ細かな対応を通じて、公正かつ着実に損害賠償が完全実施されるよう

指導されたい。もとより、東京電力が平成26年１月に 後の一人まで賠償を貫徹すると誓った「損害賠償

の迅速かつ適切な実施のための方策（３つの誓い）」の順守をコールセンターなど組織の隅々まで徹底さ

せるとともに、相当因果関係の明確な判断基準を開示させたうえで、被害者がそれを立証する際に簡易な

方法で柔軟に行えるよう指導されたい。 

 

３．企業立地促進のための税制優遇など施策の拡充を 

（主な要望先：復興庁、経済産業省） 

東日本大震災復興特別区域法や福島復興再生特別措置法により、企業立地促進のための優遇策が緒に就

いたところであるが、産業集積の形成や既存企業の生産拡大に向け、企業立地・誘致および新規創業のさ

らなる促進のための措置を講じられたい。 

 

（１）福島復興再生特別措置法に基づく税制優遇措置や「ふくしま産業復興企業立地補助金」による支援を

継続されたい。また、「津波・原子力災害被災地域雇用創出企業立地補助金」については、今後も継続し

て十分な予算を確保されたい。 

（２）再生可能エネルギー関連産業や医療関連産業など、次世代を見据えた産業集積の形成を促進するた

め、復興特区による税制優遇措置や規制緩和のさらなる拡充を図られたい。 

（３）福島復興再生特別措置法に基づく事業用設備等の特別償却等に係る期限を延長されたい。また、被災

者等を雇用した場合の法人税等の優遇措置が適用される期間を延長されたい。 

（４）福島相双復興官民合同チームによる事業者への個別訪問等により得られた、相双地域の事業者の実

情を踏まえた具体的かつきめ細かな支援策を推進されたい。 
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４．地域全体の再生を牽引するプロジェクト等の早期実現を 

（主な要望先：復興庁、国土交通省、文部科学省、経済産業省） 

（１）政府は、国内外から人や企業等を呼び込み、産業振興や雇用の創出を通じて、福島の復旧・復興のみ

ならず日本再生の象徴となる様々なプロジェクトの実現を強力に推進すべきである。特に、福島県浜通

り地域への国際廃炉研究開発拠点やロボット研究・実証拠点の整備、放射能に関する国際研究機関の設

置、エネルギー関連産業の集積等により、新たな産業基盤の構築や広域的な視点でのまちづくりを目指

す、イノベーション・コースト構想の実現を図られたい。 

（２）産業復興・生活再建に関する将来像が不透明なままでの避難生活の長期化は、避難区域周辺の事業者

や住民の復興に向けた意欲のさらなる減退を招きかねない。政府の「福島12市町村の将来像に関する有

識者検討会」は平成27年７月、目指すべき30～40年後の地域の姿を見据えた2020年時点の課題と解決の

方向性を取りまとめた提言を公表し、同10月に「福島12市町村将来像提言フォローアップ会議」を設置

して取組体制の整備を図った。今後は、同提言で示された個別課題を関係省庁の具体的施策に反映させ、

着実に実行していくことが求められる。さらに、フォローアップ会議で点検した進捗の遅れや新たな課

題等についても政府内で共有し、関係省庁で連携して産業復興・生活再建の取り組みを加速されたい。 

 

以 上 
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今後の観光振興策に関する意見 

～「新たな観光ビジョン」策定への期待～ 

 

平 成 28年 ２ 月 18日 

日 本 商 工 会 議 所 

 

１．基本的考え方 

観光は、地方創生、デフレ脱却、成長戦略の切り札となるものであり、特にインバウンドにかかる期待

は大きい。 

円安、訪日ビザ発給要件の緩和などを背景に、中間層の所得が増えた中国など、アジア諸国を中心に、

訪日外国人旅行者が近年急増しており、その旅行消費額も高い伸びを示している。アジアの経済成長は今

後も続くことが予測されており、観光はアジアの成長する力を日本の成長と地方創生に生かす 重要分野

である。 

今年２月に環太平洋パートナーシップ（TPP）協定が署名され、２年以内の発効の見通しが立った。TPP

の発効により、世界の GDP の36％、人口８億人の巨大な自由経済圏が生まれ、ヒト、モノ、カネが、TPP 参

加国間を行き交う中で、日本の観光は大きなビジネスチャンスを迎えることになる。また、2020年の東京

オリンピック・パラリンピック開催は、世界の関心を日本に集め、インバウンドを増やす機会となりうる。 

他方、国内旅行消費額の約９割を占める日本人の国内観光市場は、2006年の27.2兆円から2014年の18.9

兆円へと、大幅に減少している。政府の見通しでは、少なくとも相当長期にわたり人口減少が続くとみら

れており、若者の所得が伸びない現状等も考えると、今後も国内観光は停滞する可能性がある。 

以上のような状況を考慮すると、まず今後とも増加が見込まれるインバウンドについて、国と地方、そ

して官と民とが協力して、受入体制を早急に強化することが不可欠である。そのためには、政府が、長期

的な訪日外国人旅行者数の目標を設定し、その実現に積極的に取り組む意思を示すことが重要である。そ

れが全国の地方自治体のインバウンドへの取り組み、さらには民間企業によるリスクを取った積極的な観

光投資を引き出すことにつながるからである。なお、目標設定においては、客観的な分析に基づき、主要

国別、日本の地域別のものを示すことが望ましい。また、2020年、2025年、2030年と節目ごとの目標を設

定することができれば、具体性が増し、政府の観光立国への強い意思をより明確に示すことになると考え

る。 

国内観光は、インバウンドと車の両輪として取り組むべきであり、まずは長期的な減少傾向を止めるこ

とが重要である。また、国内の観光統計を整備し、インバウンドと同様に具体的な数値目標を設定する必

要がある。インバウンドへの取り組みの強化は、宿泊施設の新設や更新、外国人旅行者を通じた日本の観

光資源の再発見など、観光産業をイノベーションしていく力となり、国内観光の回復にも寄与する。 

観光は経済的活動であるばかりでなく、本来、地域内外の良いもの、優れたものを観て知識や見聞を広

め、人間性を高めるという文化的・社会的な活動でもある。官民が一体となり、地域・経済・社会生活を

活性化させる「国民観光運動」として、観光に対する国民的な機運醸成に取り組んでいくことも重要であ

る。 

以下は、観光をめぐる現状認識と取り組むべき課題を整理したうえで、特に地方創生の視点を中心に、

諸課題を解決するための国の役割について提言をまとめたものである。 
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２．現状認識 

【高い伸びを続ける訪日外国人旅行者数と消費額は、今後も増加する見込み】 

2015年の訪日外国人旅行者数は、円安、訪日ビザ発給要件の緩和、アジア諸国の旺盛な観光需要などを

背景に、過去 高となる1,974万人となり、訪日外国人旅行消費額も３兆4,771億円と急増している（資料

１）。 

中国人観光客などを大量に乗せたクルーズ船の寄港も大幅に増えるなど、政府が昨年６月の｢観光立国

実現に向けたアクション・プログラム2015」で定めた2020年までの目標の達成はほぼ確実であり、日本に

おける観光ポテンシャルは未だ大きい（資料２、３）。 

世界観光機関（UNWTO）の2010年から2030年までの全世界の旅行者数の見通しでは、年平均3.3％で増加

することが予測されており、今後もアジアを中心に、日本への外国人旅行者は増加することが見込まれる

（資料４）。 

 

【旅行者は特定地域に集中、施設等の供給が逼迫】 

訪日外国人旅行者は、ゴールデンルートや大都市など、特定地域に集中している（資料５）。 

また、急激なインバウンドの増加により、大都市圏の2015年のシティホテルの平均客室稼働率は80％を

超え、飽和状態となっている（資料６）ほか、貸切バスの路上駐車等による交通渋滞等が問題になってい

る。加えて、ホテル従業員やガイド、バス運転手等の人手不足が深刻化している。 

 

【日本人国内旅行者数、旅行消費額は長期的には減少傾向】 

他方、国内の旅行消費額は、2006年の30兆円をピークに減少傾向にある。インバウンドは2012年以降増

加傾向にあるものの、日本人については、2006年から2014年の推移をみると、宿泊旅行消費額が20.6兆円

から14.4兆円に、また、国内日帰り旅行消費額も6.6兆円から4.5兆円と、それぞれ約３割減少している（資

料７）。 

 

３．今後の重点的な観光施策の展開 

（１）インバウンドの課題と対応 

近年のインバウンドの増加は、円安、アジア中間層の増加と、日本への関心の高まりとともに、訪日ビ

ザ発給要件の緩和や免税店の拡大など、政府の取り組みによるところが大きい。しかし、円安などの外部

要因は一時的な可能性もあり、インバウンドの受け入れを強化するための様々な課題について、国と地方、

官民を挙げた積極的かつ早急な取り組みが必要である。 

 

①特定都市・地域に集中するインバウンドの各地への分散 

観光を地方創生につなげていくためには、特定都市に偏在する外国人旅行者を、全国各地に分散・拡

大していくことが必要である。震災復興の観点からは、風評被害等の影響でインバウンドの増加率が低

調な、東北地方への誘客を一層強化することも求められる。 

各地への旅行者の分散のためには、地方における外国人旅行者の受入体制づくりと地方の魅力を発信

することが何よりも重要である。訪日外国人旅行者の認知度が高い観光地は、東京、富士山、大阪、北

海道、京都などに限られている（資料８）。地域をより多くの外国人に知ってもらうためには、地方自治

体などが比較的低コストで地域情報を発信できるローカルメディアやインターネットをはじめ、あらゆ

る媒体を積極的に活用して、地域の観光情報の発信を強化していくことが期待される。 
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また、全国に97ある空港の積極的な活用も必要である。外国人旅行者が地方空港を利用して各地に直

接降り立つことができれば、新たな観光機会、ニーズが生まれる。インバウンド増加に取り組む地方空

港に対し、着陸料軽減制度を適用すべきである。そして、海上からの日本へのアプローチであるクルー

ズ船については、今後も地方港への寄港の増加が見込まれている。外国人旅行者の地域滞在時間を十分

に確保し、各地での観光を楽しんでいただくために、海運会社、自治体および関係省庁が協力して CIQ

の手続きの一層のスピードアップや、旅行者に対応した港湾施設の整備等に取り組むことが必要であ

る。 

こうした取り組みについては、地方創生に係る新型交付金の積極的な活用が期待される。 

 

②「交流拠点都市」の構築による観光ネットワークの確立 

日本商工会議所が昨年５月に取りまとめた提言「国と地域の再生に向けた観光振興について」では、

全国各地域への旅行者の分散・拡大のための方策として、「交流拠点都市」の構築を提案した。 

「交流拠点都市」は、地方空港や高速道路、高速鉄道などの交通インフラ、優れた観光資源を有し、地

域鉄道やバス、タクシーなどの二次交通（地域公共交通）が整備されていて、海外と双方向の送客シス

テムの構築が見込まれる都市を想定している。地域観光の新たな支点として、周辺地域を含めた観光圏

の構築を推進していくことを目的としている（資料９、10）。 

政府は、昨年認定した７つの広域観光周遊ルートや観光立国ショーケースとして選定した３都市（北

海道釧路市、石川県金沢市、長崎県長崎市）において、早期に「交流拠点都市」を指定するべきである。 

 

③国際情勢等に左右されない多様な訪日外国人旅行者の受入拡大と安定的確保 

2015年の訪日外国人旅行者の71.9％が、東アジア〔中国（499万人）、韓国（400万人）、台湾（368万人）、

香港（152万人）〕からの旅行者で占められている。また、同年の外国人旅行消費額も72.1％（２兆5,016

億円）が東アジアの旅行者によるものである（資料11）。 

こうした特定地域に依存した誘客は、経済・社会情勢により、大きな変動が生じる可能性を有してお

り、安定的な訪日外国人旅行者数と旅行消費額を確保するためには、東アジアだけに頼らない、欧米な

ど多様な国からの誘客を、戦略的に進めていく必要がある。政府は、国ごとのニーズやトレンドをマー

ケティングし、地域や民間はそのニーズに対応した商品・サービスを開発することが求められる。 

特に観光先進国である欧米からの誘客は、長期滞在型旅行商品の開発や文化資源の活用促進など、日

本の観光産業のイノベーションに資するものとして期待される。 

 

④受入体制強化に向けた民間、地方自治体、政府の役割の明確化 

地域が自ら魅力ある観光資源開発を行い、受入環境整備を進め、他地域等との連携による魅力の多様

化や広域・周遊化を図り、効果的・継続的な情報発信を行うことが必要である。また、海外での誘致プ

ロモーションなど、民間や地域の努力のみでは限界があることについては、国による支援が求められる

など国、地域、民間がそれぞれの観光振興の取り組みを加速していくことが必要である。 

なお、旅行消費額のさらなる増加に向け、国が主体となった大型 MICE の誘致や、日本企業が実施す

る MI（会議、インセンティブ旅行等）などにより、誘客を図っていくことも重要である。 
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（２）国内観光の課題と対応 

国内観光の長期的な減少は、20年に及ぶデフレ経済や円高による日本人の海外旅行の増加、東日本大震

災など外的要因によるところが大きいが、日本人の余暇の過ごし方に関する選択肢の多様化、団体旅行か

ら個人旅行へのトレンドの変化、地域の観光産業におけるニーズへの対応の遅れなども要因としてあげら

れる（資料12）。 

国内観光を推進するためには、それぞれの地域の資源を生かした魅力ある観光プログラムやルートの開

発、商品化、効果的な情報発信などを継続的に実施する必要がある。また、グリーンツーリズム、スポー

ツツーリズム、医療ツーリズムなど、見る観光から体験する観光へのシフトに対応した新たな観光開発、

プロモーションの動きも一部の地域で生まれている。 

また、国内観光においては、季節的・時期的な需要格差が激しく、それが観光産業の安定雇用や生産性

向上の大きな阻害要因となっている。こうした問題の解決に向けて、国をあげて休暇取得キャンペーンを

実施するなど、官民一体となって観光需要の平準化に向けた取り組みを推進していく必要がある。 

さらに、地域別の観光客数、宿泊施設の客室数や空港容量、交通手段、通信環境など、正確な基礎デー

タの整備が不可欠である。政府は、こうした観光統計を早急に整備し一元的に提供することで、各自治体

の実効性ある計画の策定、施策の実施を支援していくことが求められる。 

なお、観光産業においては、泊食分離や電子決済の導入、IoT の活用、接客等のサービス向上などによ

り、これまでの商習慣の改善や経営改革、生産性の向上に努めるとともに、雇用の安定、労働環境の改善

を図っていく必要がある。また、国、自治体は、こうしたイノベーションに取り組む、観光関連の中小・

ベンチャー企業への支援を行うことが必要である。 

 

（３）その他今後検討が必要な課題 

①地域の魅力創造に向けたさらなる規制緩和 

観光にとって魅力的な資源となる歴史的建造物や史跡、古民家、さらには、河川・港湾など、全国各

地域には多くの未活用観光資源があるが、関連法制の煩雑な手続きや縦割り行政により、その活用が進

まない。文化財保護法や河川法などのさらなる規制緩和や、地方自治体内の文化財に係る部局と観光に

係る部局との連携強化などにより、様々な地域資源を観光振興につなげていくことが必要である（資料

13）。 

【具体的な項目】 

・河川・港湾等、水辺の活用を進めるための民間利用の促進と占有許可期間の延長 

・特別史跡や歴史的建造物等の歴史・文化資源、古民家、町家などの宿泊施設やレストラン、

オフィスなどへの活用促進 

・郷土の祭りなどの無形文化、食文化等の保存・継承支援 

 

②安全安心の確保等を前提とした新たな観光ニーズへの対応のための法制度の整備 

政府は、訪日外国人旅行者の急増などにより浮かびあがった、既存の法制度では対応しきれていない

問題を整理し、グローバル化に対応した観光産業のあり方について、抜本的な見直しを図る必要がある。

その際、安全安心、清潔など、日本が保持し続けている公共価値や公正な競争環境が損なわれることが

ないよう、十分な配慮が必要である（資料14）。 

各地域が地元の観光資源情報を積極的に発信し、ランドオペレーターを活用して地域に外国人旅行者
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を誘導することも有効である。他方、旅行業の登録を行っていないランドオペレーターが宿泊施設、バ

ス等の各種手配を行っていることなどから様々な問題が生じており、政府はその解決に取り組むことが

必要である。 

 

【具体的な項目】 

・優良ランドオペレーターの登録制度の導入 

・地域限定旅行業の参入を促す旅行業法の登録制度の弾力化 

・多様な観光ニーズに対応した宿泊施設の整備の促進に向けた旅館業法、建築基準法における

構造・設備基準の見直し、民泊に関する法制度の整備 

・安全性を前提としたバス、タクシー事業者の再生と新規参入に対するルールづくり 

 

③地域における観光マネジメントの推進と二次交通･宿泊施設等観光インフラ整備の促進 

地域においては、観光産業を育成していくために、交通、宿泊、観光施設、災害対策といった観光関

連情報を一元的に収集・管理し、提供する体制を構築する必要がある。それにより、インターネット等

を活用した地域の観光情報の発信をはじめ、旅行者の受入環境整備、観光商品・サービスの開発・改善、

販路開拓、マーケティングなど、地域で実効性のある観光マネジメントを推進することができる。 

地域の観光マネジメント推進のためにも、地域の主体的な取り組みと関係府省庁で構成される連携支

援チームの支援等により、日本版 DMO（Destination Management / Marketing Organization）が有効に

機能することが期待される（資料15）。 

また、地域において観光振興を図るには、観光資源へのアクセスの改善や周辺地域との連携構築の観

点から、二次交通（地域公共交通）や宿泊施設等の観光インフラ整備を促進することが必要であり、国

による支援の拡充が望まれる。 

 

④関係府省庁の垣根を越えた推進体制の構築・強化 

観光庁は、農業、文化、スポーツ、医療など、ニューツーリズムの推進に向けて、観光と密接な関係

にある関係府省庁とのさらなる連携の強化が必要である。また、内閣官房と連携して観光振興策の総合

調整を進め、新たな観光ビジョンにおける KPI を設定して、施策の推進状況の見える化を図るなど、積

極的な取り組みを推進することが望まれる。 

そして、政府は、地域が財政制約の厳しい中で自らビジョンを打ち出し、効果的な観光振興の取り組

みを進められるよう、ワンストップの相談・情報提供体制の構築を進められたい。 

 

以 上 
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今後の観光振興策に関する意見～「新たな観光ビジョン」策定への期待～ 

＜提出先＞ 

安倍内閣総理大臣はじめ政府等関係各所 

＜実現状況＞ 

３月に策定・公表された「明日の日本を支える観光ビジョン」における以下の事項について要望の内容が反

映された。 

 

１．観光資源の魅力を極め、地方創生の礎に 

（１）魅力ある公的施設・インフラの大胆な公開・開放 

（２）文化財の観光資源としての利活用 

（３）滞在型農山漁村の確立・形成 

（４）東北の観光復興 

 

２．観光産業を革新し、国際競争力を高め、我が国の基幹産業に 

（１）観光関係の規制・制度の総合的な見直し 

（２）民泊サービスへの対応 

（３）宿泊施設不足の早急な解消及び多様なニーズに合わせた宿泊施設の提供 

（４）世界水準の DMO の形成・育成 

（５）放送コンテンツ等を活用した多様な魅力の対外発信強化 

（６）MICE 誘致の促進 

 

３．すべての旅行者が、ストレスなく快適に満喫できる環境に 

（１）海外カード対応 ATM 設置などキャッシュレス環境の飛躍的改善 

（２）地方空港のゲートウェイ機能強化(着陸料軽減など)と LCC 就航促進 

（３）港湾整備などクルーズ船受入の更なる拡充 

（４）休暇改革（学校休業日の柔軟な設定など） 
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2020年東京オリンピック・パラリンピック等の気運盛り上げに関する要望 

 

2 0 1 6 年 ３ 月 ３ 日 

日 本 商 工 会 議 所 

東 京 商 工 会 議 所 

 

東京商工会議所は、地元・東京の地域総合経済団体として、オリンピック・パラリンピックの2016年招

致、2020年招致に対して特別委員会を設置し、多岐にわたる招致支援活動に取り組んできた。特に2020年

招致は実現に向けた 大の課題であった国内支持率の向上に向け、東京都及び招致委員会、さらには日本

商工会議所と緊密に連携し、招致 PRイベントの開催や25万枚に及ぶポスター掲出、IOC 総会等公式行事へ

の参加など、組織を挙げて活動を展開した。さらに、23支部においても、合計150事業で招致 PR を実施す

るなど、23区全域においてあまねく活動を展開した。 

一方、日本商工会議所においても、女性会や青年部を含む全国会議で招致 PRを実施し、全国の商工会議

所に対してバッジ着用・ポスター掲出を働きかけたほか、東北六県商工会議所連合会による招致決議の採

択、各地商工会議所による地元の祭り（東北六魂祭、仙台七夕まつり、金沢百万石まつり）での招致 PRな

ど、全国514商工会議所から力強い支援をいただいた。そうした活動が一つの要因となり国内支持率が飛

躍的に向上し、招致成功に至った。 

2013年９月の IOC 総会で2020年オリンピック・パラリンピックの東京開催が決定してから２年半が経過

したが、昨年11月に政府が「大会の準備及び運営に関する施策の推進を図るための基本方針」を閣議決定

したことに加え、昨年末に東京都が「2020年に向けた東京都の取組」を、さらに本年１月に大会組織委員

会が「アクション＆レガシープラン2016中間報告」を策定するなど、関係機関における取組が明確になっ

たことで、準備がさらに加速していくことが期待されている。また、経済三団体が中心となって設立した

経済界協議会においても、特に非スポンサー企業や各地の中小企業の参画を通じた全国的な気運盛り上げ

を主たる目的に、具体的な取組を検討しているところである。 

一方、各地商工会議所や会員企業は、2020年大会を通じた経済活性化や地域振興に期待や関心を寄せて

いるものの、2020年大会の準備状況の全体像が分かりづらい、進捗状況に関する情報が不足していると

いった声が多く寄せられている。さらには、気運盛り上げについて、主体的に取り組みたいとの声も寄せ

られているものの、各地商工会議所や非スポンサーの会員企業はエンブレムや五輪マークの使用、「オリ

ンピック」や「五輪」等の名称およびそれらを連想させる表現が使用できないことから、具体的な活動を

行うことができない状況となっている。 

リオ大会終了後は、次の開催地である東京に世界の期待と注目が一気に集まることから、東京大会の成

功に向けた全国的な気運盛り上げの重要性がますます高まることは、想像に難くない。招致の時と同様に、

東京商工会議所および日本商工会議所さらには全国514商工会議所が、大会組織委員会をはじめとした関

係機関と緊密に連携し、全国的な気運盛り上げの一翼を担っていくために、2020年大会に対する基本認識

と要望を下記の通り申しあげる。 
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記 

 

１．2020年オリンピック・パラリンピックに対する基本認識 

①「史上 高のオリンピック・パラリンピックの実現」に向けて、ラグビーワールドカップ2019に向けた

取組と一体となって、大会組織委員会、政府、東京都等関係機関および経済界など各界が一丸となった

「オールジャパン体制」のもとで、大会までの約４年半で着実に準備を進め、大会を成功に導かなければ

ならない。 

②大会の成功に向けた重要な要素である気運盛り上げや、会場案内・誘導、競技運営など大会運営のサポー

トを担う「大会ボランティア」をはじめとした各種ボランティアなど、あらゆるステークホルダーが主

体的かつ積極的に参画できる大会にすべきである。 

③2020年大会を起爆剤に、中小企業の受注機会の拡大等を通じた経済活性化や、大会関連イベント、文化

プログラム、事前キャンプの誘致、聖火リレー、さらには大会に多くの地域資源・文化資源を積極的に

取り入れていくことで、都内はもちろんのこと各地との連携により全国的に気運を盛り上げ、地域を活

性化していくことが重要である。併せて、何よりも被災地の早期かつ本格的な復興につなげていかなけ

ればならない。 

④そのためには、経済・社会全般にわたる有形無形のレガシー形成を見据えて、大会組織委員会をはじめ

とした関係機関が着実に準備を進めていくとともに、その進捗状況を国民に対してタイムリーかつ積極

的に情報発信していくことが求められる。 

⑤東京は世界で初めて二回目のパラリンピックを開催する都市であり、パラリンピックの成功なくして

2020年大会の成功はあり得ない。また、パラリンピックを一つの契機としてハード・ソフト両面のバリ

アフリーに資する取組を推進し、「インクルーシブな社会」を形成していくことが肝要である。 

 

２．全国的な気運盛り上げに関する要望 

今後、大会関連イベントや文化プログラム、事前キャンプの誘致及び事前キャンプと連携した内閣官房

「ホストタウン」の取組、聖火リレーなどが全国的に展開されていくことが予定されている。加えて、2020

年大会では、都外の会場を使用する競技もあるほか、サッカーについては札幌、宮城、埼玉、横浜で予選

大会が開催される予定である。 

これらを契機として、全国的な気運盛り上げや地域活性化を図っていくことが重要であるが、非スポン

サーの団体や企業が気運盛り上げを実施していく際に制約があることに加えて、参画の機会や方法が周知

されていないのが現状である。 

従って、東京商工会議所および日本商工会議所さらには全国514商工会議所や会員企業が、2020年大会に

積極的に参画・関与し、気運盛り上げの一翼を担っていくためにも、下記を実現されたい。 

 

①第二エンブレムの設定 

2012年のロンドン大会では気運盛り上げの方策として、非スポンサーの非営利団体等が非営利の気運

盛り上げ活動等をする際に使用可能なロゴマークである「インスパイア・マーク」を大会組織委員会が

設定した。この「インスパイア・マーク」は、教育、ビジネス、文化、スポーツ、持続可能性、ボラン
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ティアの６分野に関する事業において、パンフレット、ポスター、ウェブサイト等の媒体で使用可能で

あり、当初の目標であった2,012事業を大きく上回る2,713事業で活用されるなど、気運盛り上げに大き

な効果を発揮した。 

従って、商工会議所および会員企業をはじめとした非スポンサーの団体や企業が非営利の気運盛り上

げ活動や地域の既存の祭りを活用した PR 等を実施していくにあたり、2020年大会においても「インス

パイア・マーク」を参考にした第二エンブレムをリオ大会前までに設定すべきである。 

 

②「オリンピック・パラリンピック」や「五輪」に代わるキャッチコピーの設定 

商工会議所および会員企業をはじめとした非スポンサーの団体や企業は、エンブレムや五輪マークの

使用、「オリンピック」や「五輪」等の名称およびそれらを連想させる表現が使用できないことから、気

運盛り上げ活動や地域の既存の祭りを活用した PR等を実施していくにあたり、「オリンピック」や「五

輪」等の名称に代わるキャッチコピーをリオ大会前までに設定すべきである。 

なお、上記の第二エンブレムやキャッチコピーを設定する際には、経済界など各界から広く意見や提

案を募集していくことが肝要である。 

 

③気運盛り上げ活動を実施する際のルールの明示 

上述の通り、商工会議所および会員企業をはじめとした非スポンサーの団体や企業が主体的に気運盛

り上げを実施していく際に制約があることから、全国的に気運を盛り上げていくには、気運盛り上げに

関するルール（してもよいこと、してはならないこと）を明確にして、広く情報発信していく必要があ

る。 

 

④気運盛り上げ活動に対する「認証」スキームの構築 

上述の通り、非スポンサーの活動に対する制約がある中で、2020年大会の気運盛り上げに資する多く

の企画・イベントを全国で実施し、できるだけ多くの団体や企業、自治体が主体的かつ積極的に参画、

関与していくためには、去る１月に大会組織委員会が策定・公表した「アクション＆レガシープラン2016

中間報告」にその必要性が記載されている第二エンブレムやキャッチコピーの設定とともに、大会組織

委員会が各地域の気運盛り上げ活動を幅広くかつ速やかに「認証」していくスキームを早急に構築する

ことが不可欠である。 

なお、「認証」を受けた気運盛り上げ活動に対しては、エンブレムや五輪マークの使用、「オリンピッ

ク」や「五輪」等の名称の使用を許諾することが望ましい。 

 

⑤PRグッズの貸与スキームの構築 

各地域で気運盛り上げ活動を実施するには、のぼりや横断幕など見た目で大会を PR できる全国共通

のグッズ類が不可欠であるため、貸与スキームを構築されたい。また、上記の「認証」とともに、大会

組織委員会におけるワンストップ窓口を設置されたい。 

 

⑥PRポスター、バッジの配布 

招致段階の PR 活動の一環として、日本商工会議所は全国51４商工会議所に対してバッジ着用、ポス

ター掲出を働きかけたほか、東京商工会議所においても役員・議員・支部会長をはじめ広く配布したこ

とで、2020年大会招致への参画意識が醸成され、気運盛り上げに大いに寄与した。従って、全国共通の
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PR ポスター、バッジが作製された際には、経済界をはじめとした各界へ広く配布し、気運盛り上げを

図っていくべきである。 

 

⑦文化プログラムの要件の明示 

文化プログラムの開催は、日本の文化を国内外に発信する絶好の機会であり、全国的な気運盛り上げ

の重要な要素となるばかりか、訪日外国人観光客の増加にも大いに寄与すると思われる。2012年のロン

ドン大会では、大会の４年前である2008年から英国全土１千カ所以上で音楽や演劇、ダンス、美術、映

画、ファッションなどの多角的な文化や魅力を紹介する文化プログラムが約18万件、総事業費は約220

億円とかつてない規模や内容で実施され、参加者数は約4,340万人と、気運盛り上げに極めて重要な役

割を担った。 

また、東京商工会議所が会員企業を対象に実施した大会関連の各種説明会においても文化プログラム

に対する高い関心が寄せられていることから、文化プログラムの要件を明示し、各地域が主体的かつ積

極的に取り組める環境を早急に整備すべきである。 

 

３．全国的な経済波及に関する要望 

オリンピック・パラリンピックを東京のみならず日本全体の大会とし、成功させるためには、特に、各

地の積極的な参画を得ることが不可欠であり、各地の経済活性化、被災地の復興につながる参画の意義付

けやインセンティブを分かりやすく明確に示すことが必要である。 

従って、2020年大会を契機に、全国的な経済活性化や地域振興、被災地の早期かつ本格的な復興を図っ

ていくために、下記を積極的に取り組まれたい。 

 

①中小企業の受注機会の拡大 

東京都は、2020年大会等を契機としたビジネスチャンスを都内中小企業はもとより、日本全国の中小

企業に波及させ、その優れた技術や製品等を世界に発信していく「中小企業世界発信プロジェクト」に

ついて、去る２月12日にキックオフフォーラムを開催した。東京商工会議所は本プロジェクトの推進協

議会の一員として参画しており、企画検討段階から協力している。 

このキックオフフォーラムには多くの中小企業関係者が駆け付けるなど、本プロジェクトは大きな期

待と注目を集めていることから、本プロジェクトの主要な要素であるビジネス情報ポータルサイトに大

会組織委員会の調達情報をあまねく掲載するなど、本プロジェクトの積極的な展開に向けて、東京都と

連携を密にして取り組まれたい。 

 

②事前キャンプの誘致を通じた地域活性化 

大会組織委員会は、日本国内の事前キャンプ候補地情報を取り纏め、各国のオリンピック委員会やパ

ラリンピック委員会、国際競技団体に紹介するために「事前キャンプ候補地ガイド」を策定し、リオ大

会時に公表することにしている。 

また、内閣官房は2020年大会に向け、スポーツ立国、グローバル化の推進、地域の活性化、観光振興

等に資する観点から、参加国・地域との人的・経済的・文化的な相互交流を図る地方公共団体を「ホス

トタウン」として全国各地に広げる取組を推進しており、事前合宿の誘致・実施（ボランティア養成、

警備、宿泊、輸送）をはじめとした取組に対して、必要な経費を支援することにしている。 
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こうした中、全国で事前キャンプの誘致が決定し始めていることに加えて、本年１月には「ホストタ

ウン」として44件が登録され、その多くが商工会議所の設置地域となっている。 

「ホストタウン」は今後も増加していくと見込まれているが、事前キャンプの誘致が決定した地域や

「ホストタウン」として登録された地方公共団体と、地元の商工会議所が連携して、気運盛り上げ活動を

実施していくことが十分に想定されることから、事前キャンプの誘致に関する情報はタイムリーかつ積

極的に発信されたい。 

 

③全国各地の地域資源・文化資源の積極的な活用 

全国各地には多くの地域資源（伝統工芸品、卓越技術、観光資源、服飾および素材など）や文化資源

（祭り、伝統芸能、食文化など）が存在している。全国的な経済波及には、大会関連イベント、選手村、

開閉会式などにおいて地域資源や文化資源を積極的に活用し、これらを国内外に発信することによっ

て、地域活性化につなげていくことが極めて重要である。従って、2020年大会に全国各地の地域資源・

文化資源を積極的に取り入れていただきたい。 

なお、日本商工会議所には各地商工会議所から上記に関連した提案がすでに寄せられている。このほ

か、日本商工会議所は全国の商工会議所を通じて「食」、「技」、「旅」に関する地域資源を活用した新た

な特産品や観光商品の開発、販路拡大を支援する「地域力活用新事業∞全国展開プロジェクト」を実施

しており、累計で900件以上のプロジェクトを推進していることから、2020年大会に全国各地の地域資

源・文化資源を活用していくにあたり、日本商工会議所のこうした取組を是非、参考にされたい。 

 

以 上 
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2020 年オリンピック・パラリンピック等の気運盛り上げに関する要望 

＜提出先＞ 

公益社団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会 

＜実現状況＞ 

１．全国的な気運盛り上げに関する要望 

（１）第二エンブレムの設定 

商工会議所等、非スポンサーの非営利団体が主体となる活動に使用することができる第二エンブレム

（ノンコマーシャルマーク）の策定を検討中。 

（２）「オリンピック」や「五輪」に変わるキャッチコピーの設定 

大会の１年程前に「大会モットー」を策定。 

（３）PR グッズの貸与スキームの構築 

エンブレム入りの「ポスター、幟、横断幕、懸垂幕」（指定 PR４品目）は大会組織委員会が東京都の

協力のもと作成予定。大会組織委員会からの貸与を前提に検討中。商工会議所は「指定 PR４品目」を使

用可能。 

（４）PR ポスター・バッジの配布 

PR バッジの無償配布を検討中。 

 

２．全国的な経済波及に関する要望 

（１）事前キャンプの誘致を通じた地域活性化 

「事前キャンプ候補地ガイド」を８月末に公開。 

 

 

  



－413－ 

 

 

再生可能エネルギー固定価格買取制度（FIT）における 

平成28年度新規参入者向け調達価格等に対する意見 

平成28年３月７日 

日本商工会議所 

 

１．現状認識および基本的考え方 

（１）エネルギー政策に対する現状認識および基本的考え方 

平成23年３月11日に発生した東日本大震災以降、電力コストは震災前と比較して上昇したままの状況が

続いている。当所はかねてより、企業経営に大きな影響を及ぼしている電力コスト上昇に一刻も早く歯止

めをかけ、早急に震災前の水準に戻すことが必要と主張している。しかし、震災からおよそ５年が経過し

たが、未だ実現できていない。 

電気料金の構成要素のうち、「基本料金＋電力量料金」は原子力発電所の停止に伴う燃料費増加等によ

り一部の地域では値上げされたままの状況が続いている。さらに、「FIT 制度に基づく再エネ発電賦課金」

に至っては、毎年、当該年度の賦課金が積み重なる仕組みであることから、28年度以降も賦課金が増加す

ることは確実である。このような状況を早急に改善するため、安全が確認された原子力発電所の早期運転

再開とあわせて、国民負担抑制効果が確実に見込める内容での FIT 制度の抜本的見直しが急務である。 

 

（２）改正法案が国会へ提出された FIT 制度の見直しについて 

平成28年２月に国会へ提出された再生可能エネルギー特別措置法改正案には、「コスト効率的な導入」

の手段として、入札制度の導入や数年先の認定案件の買取価格提示などが盛り込まれたが、当所が１月15

日に提出した意見の基本的主張である、今後の導入量や賦課金総額の目標値設定、買取価格・期間・方法・

導入量を総合的にコントロールする仕組みの構築等に繋がる内容とは言い難い。 

 

（３）平成28年度新規参入者向け調達価格等に関する基本的考え方 

出力10kW 以上の太陽光の調達価格について、平成27年度の27円／kWh（７月１日以降）が28年度の案で

は24円／kWh に引き下げられたことは、電力コストの低減に向け一定の評価ができる。しかし、内部収益

率は据え置きとされ、国民負担抑制よりも再生可能エネルギー発電事業者のビジネスリスク軽減を重視し

ている感が未だに強く、再エネの導入促進と国民負担抑制の両立が図られたとは言えない。 

FIT 制度創設以降、毎年、国民負担が倍増してきた経緯を踏まえると、28年度調達価格の水準が国民負

担に与える影響を軽視することはできない。再生可能エネルギー特別措置法第３条第４項、さらには改正

法案が国会へ提出された FIT 制度見直しの方向性を念頭に、可能な限り調達価格の水準を引き下げること

で、賦課金負担の抑制を確実に実現すべきである。このような視点に基づき、以下の個別項目について意

見を提出する。 
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２．個別要望項目 

（１）平成28年度調達価格（案）の見直し 

①適正コスト算定方法の見直し 

今回提示された調達価格（案）は、これまでと同様に、再生可能エネルギー発電事業者から提出さ

れたコストデータを基に算定されている。 

このコストデータはあくまで過去の実績である。参考にはするものの、将来の調達価格を決定する

際に利用するデータとしては、今後の価格低減ポテンシャル等を厳格に分析し、その結果を織り込ん

だ想定コストを利用すべきである。 

 

②コストダウンや技術革新の促進 

過度に高い調達価格を続けた場合、コストダウンや電力供給安定化に向けた事業者の技術革新の努

力を行う意欲を減退させ、国民負担も高止まりする可能性が高い。事業者のコストダウンや技術開発

への努力を誘発するため、ドイツなど海外主要国との乖離も念頭に、調達価格を引き下げるべきであ

る。 

 

③バランスの取れた再生可能エネルギー源の導入促進 

資源エネルギー庁が公表した平成27年10月末時点の認定実績によると、認定量の88.2％を非住宅太

陽光が占めており、住宅用太陽光も合わせた太陽光全体では93.2％と９割を超えている（注９）。出力

が天候に左右されて不安定な太陽光への偏重は、将来、安定的な電力供給体制を毀損する可能性を秘

めている。さらに、電力需要は、雨天・曇天や日没時など太陽光が発電できない時間帯に消滅するわ

けではなく、その間の需要を賄うために主として火力発電に依存しなければならない。その結果、FIT

賦課金という国民負担により再生可能エネルギーを普及させても、その負担に見合った効果が得られ

ないという結果をもたらす可能性がある。 

このような状況を解消するためには、太陽光発電の導入ペースを抑制し、出力が安定する地熱や水

力などベースロード電源の再生可能エネルギーの導入を促進する必要がある。そのため、平成28年度

調達価格を決定する際には、特に認定量が突出している出力10kW 以上の非住宅太陽光について、調達

価格を大幅に引き下げるべきである。 

 

④内部収益率の引き下げ 

調達価格には、再生可能エネルギー発電事業者が申告したコストデータに、「適正な利潤」として、

内部収益率が上乗せされている。ビジネスの世界では、事業者は、取り扱う商品・サービスの価格な

ど将来の市場動向を予測して、それに対応するための経営を行っており、常に自らの能力・責任の下

でリスクを負っている。内部収益率の存在は、再生可能エネルギー発電事業者に対し、国民が負担し

ている賦課金を基にビジネスリスクを縮小させ安定的な経営を約束していると言っても過言ではな

い。平成27年度の賦課金総額が約１兆３千億円に達し、今後も増加し続けることが確実である状況を

鑑みて、一般的な感覚では想定しづらい国民負担によるビジネスリスク縮小を現状のまま看過するこ

とはできない。 

このため、国民負担抑制と再生可能エネルギー発電事業者による適切なビジネスリスク負担の両立

を実現するため、調達価格算定時に利用する内部収益率を引き下げるべきである。 
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（２）平成29年度以降の調達価格の算定に向けて 

①調達価格等算定委員会による導入量等のコントロール 

今般の FIT 制度の見直しで、基本的視点として盛り込まれた「再生可能エネルギーの導入促進と国

民負担の抑制の両立」を 適な形で実現するためには、今後の導入量や賦課金総額の目標値設定、買

取価格・期間・方法・導入量を総合的にコントロールする仕組みの構築が必要である。 

 

②中長期的な買取価格算定に向け慎重な議論を 

上記（１）④に記載したとおり、ビジネスの世界では、経営者の力量と責任に基づいて将来を見通

し、その結果を踏まえた経営を行うことが一般的である。また、将来の買取価格がその時点での実勢

価格を踏まえているかどうかについては、将来価格決定時点では把握しづらく、適切な価格決定は極

めて難しい。 

そのため、中長期的な買取価格算定の議論を行う際には、技術革新等による今後の価格低減ポテン

シャル等の分析を慎重かつ厳密に行うとともに、価格決定後、実勢価格との乖離がないかどうか、き

め細かく検証することが必要である。また、検証の結果、実勢価格と乖離が生じた場合は、正当な理

由に乏しい国民負担を伴うことになることから、一旦決定した買取価格であっても、機動的かつ柔軟

に見直すべきである。 

 

③「供給量勘案上乗せ措置」の効果の検証 

太陽光導入への偏重を是正し、コストが安価で出力が安定的な再生可能エネルギー源の導入促進に

繋がる措置として、太陽光以外の再生可能エネルギー源に対し、平成27年度調達価格から、内部収益

率を上乗せする「供給量勘案上乗せ措置」が講じられている。その適用期限は、調達価格等算定委員

会の「平成27年度調達価格及び調達期間に関する意見」に、「今後、供給量勘案上乗せ措置をどれだけ

継続するかについては、今後の導入状況を踏まえて見極めることとする」と記載されている。 

しかし、制度創設時から27年６月末までの３年間講じられていた「利潤配慮期間」における再生可

能エネルギーの導入状況をみると、太陽光への偏重が実績として明確になっており、同期間の設定が

再生可能エネルギーのバランスの取れた導入促進に効果があったとは言えない。また、内部収益率の

上乗せは国民負担の増加に直結する。 

このため、調達価格等算定委員会で調達価格の見直しを議論する際には必ず、各再生可能エネル

ギー源の導入量を基にした同措置の効果の検証、およびそれに基づく措置継続の必要性について議論

を行い、効果が乏しければ速やかに廃止すべきである。 

 

（３）調達価格等の機動的な見直し 

国民による賦課金負担の状況を注視し、半期ごとの調達価格等の改定を可能とする再生可能エネルギー特

別措置法第３条第１項、物価その他の経済事情の著しい変動の発生およびその可能性に基づく調達価格等

の改定を可能とする同法第３条第８項を念頭に、機動的な調達価格等の見直しを行うべきである。 

 

（４）国民負担に依拠している制度であることを踏まえ適切な情報開示を 

FIT 制度は幅広くかつ長期にわたる国民負担を伴う仕組みであり、負担者である国民に対し、その負担

程度や使途、効果について分かりやすく説明し、理解を得ることが欠かせない。 
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平成26年９月30日に開催された、総合資源エネルギー調査会省エネルギー・新エネルギー分科会新エネ

ルギー小委員会（第４回）で、平成26年６月末時点の認定案件がすべて運転を開始した場合の賦課金額が

約２兆７千億円に上るという試算が示された（注10）。この試算は、FIT 制度による賦課金負担の将来的な

規模と再生可能エネルギー導入見込量、電源ごとの導入割合等を基に、国民が FIT 制度の成果を多面的に

検証する際に有用なデータであったと評価できる。FIT 制度に基づく認定量の日々の変化に応じ、国民負

担の規模も変動する。このため、その時の認定量を基にした将来的な国民負担の試算および公表の回数を

増やすべきである。 

また、再生可能エネルギー特別措置法改正案第９条第５項に盛り込まれた認定情報のみならず、買取対

象となった電力を発電した企業の名称やその量、買取金額等の情報を公開することで、国民が負担した賦

課金の使途を明確にし、制度の透明性を高める仕組みが必要である。 

 

（５）調達価格等算定委員会における議論の活発化に向けて 

①幅広い関係者等の議論への参加 

再生可能エネルギー特別措置法第36条では、同委員会が必要と認めた場合における、行政機関や地

方公共団体の長、その他の者に対する資料提出、意見陳述等の協力依頼について規定している。その

趣旨を踏まえ、幅広く関係者、専門家の資料提出、会議出席等による協力を求め、多角的な視点から

議論を行うべきである。 

 

②産業界出身の委員の追加 

電力を使用する側の経営実態を踏まえた検討を行うため、調達価格等算定委員会委員（現行：５名）

（注11）に、中小企業を含む産業界の電力ユーザーの立場の委員を加えることが必要である。 

 

以 上 

 

 

（注９）資源エネルギー庁ホームページ「なっとく！再生可能エネルギー」で公表されている「再エネ設備認

定状況（件数、出力）」の平成 27年 10 月末時点データを利用して日商事務局が試算 

http://www.fit.go.jp/statistics/public_sp.html 

（注 10）総合資源エネルギー調査会省エネルギー・新エネルギー分科会新エネルギー小委員会（第４回）資

料８ 

http://www.meti.go.jp/committee/sougouenergy/shoene_shinene/shin_ene/pdf/004_08_00.pdf 

（注 11）調達価格等算定委員会 委員名簿  

http://www.meti.go.jp/committee/chotatsu_kakaku/pdf/022_00_03.pdf 
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再生可能エネルギー固定価格買取制度（FIT）における平成28年度新規参入者向け調達価格等に対する意見 

＜提出先＞ 

資源エネルギー庁 

＜実現状況＞ 

◆経済産業省の調達価格等算定委員会が２月 22日に平成 28年度の買取単価案を策定。パブリックコメント

を経て３月18 日に買取単価が決定された。太陽光パネルなどシステム費用の下落により、太陽光の買取価

格を引き下げ。その他の再生可能エネルギーは、価格算定にあたり参考とした想定コストに大きな変動は

見られない等の理由により据え置きとなった。FIT が創設された 2012 年度（平成 24 年度）からの買取単

価の推移は以下のとおり。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：円／kWh） 

 

発電の種類 区分 買取期間 2012年度 2013年度 2014年度 2016年度

出力制御機器

義務 なし
３３

３１

（税込）

出力制御機器

義務 あり
３５

３３

（税込）

～6/30 ２９

7/1～ ２７

２０kW未満 ２０年 ５５ 据え置き 据え置き 据え置き

２０kW以上 ２０年 ２２ 据え置き 据え置き 据え置き

洋上風力 ２０年 ― ― ３６ 据え置き

１．５万kW未満 １５年 ４０ 据え置き 据え置き 据え置き

１．５万kW以上 １５年 ２６ 据え置き 据え置き 据え置き

新設

規模により３区分
２０年 ２４～３４ 据え置き 据え置き 据え置き

既設導水路活用

規模により３区分
２０年 ― ― １４～２５ 据え置き

材質（木材、廃棄物等）

により５区分
２０年 １３～３９ 据え置き 据え置き 据え置き

2,000kW未満の

未利用木材
２０年 ― ― ― 据え置き

据え置き

バイオマス

据え置き

４０

据え置き

据え置き

据え置き
地熱

中小水力

４０ ３６ ３２ ２４

風力

据え置き

据え置き

据え置き

2015年度

太陽光

住宅（１０kW未満） １０年（余剰） ４２ ３８ ３７

非住宅（１０kW以上） ２０年（全量）
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知的財産政策に関する意見 

2016年３月17日 

日本商工会議所 

東京商工会議所 

 

人口減少下のわが国において、企業が成長する力を強化していくためには、技術や文化を生み出し、そ

れをビジネスの拡大に結び付ける取り組み、すなわち知的財産の創造・保護・活用を活性化することが極

めて重要である。特に、わが国法人数の99％を占め、地域経済を支える中小企業が、知的財産を 大限活

用できる事業環境を整備することが必要である。個々の中小企業が、その強みを知的財産とし、権利の取

得・保護を進め、付加価値の高い製品・サービスの提供といった戦略的経営につなげる、こうしたプロセ

スの負担を可能な限り軽減することが効果的である。あわせて、知的財産の侵害を防ぎ、万一侵害があっ

た場合でも、中小企業にとって、透明性と納得感の高い結果が得られるよう、紛争処理システムを見直す

必要がある。 

また、地方の疲弊という構造的な課題を抱えるわが国では、産学官や企業間の連携、あるいは文化観光

資源・特産品など地域ブランドを通じた地方創生の取り組みが盛んに進められているが、その成功は技術

やコンテンツなど知的財産をいかに有効に活用できるかにかかっている。 

さらに、TPP を活用し、産業競争力の強化と外需の捕捉を成し遂げるためには、わが国の知的財産制度

を各国・企業から選ばれ、活用されるものに見直すとともに、わが国が中心となって国際的な知的財産制

度の構築を進めることが重要である。クール・ジャパンとして海外からの評価が高いわが国コンテンツ産

業が、アジアをはじめとした海外市場を獲得できるよう、官民をあげた集中支援を行うことも必要である。

特に、海賊版等の著作権侵害コンテンツの流通に対しては断固たる対策を粘り強く進めていくことが肝要

である。 

以上の基本的な考えにもとづき、知的財産政策に関する意見を下記のとおり、述べる。 

 

記 

Ⅰ.中小企業の知的財産権取得・活用に関する支援 

１．中小企業が知的財産権を容易に取得できる環境を実現する 

中小企業が知的財産権を取得する上で、 初の壁となるのは知的財産権の取得コストが高いこと、

及び申請手続きが煩雑であることなどが挙げられる。このような中小企業の資金的・心理的ハードル

を早急に下げることが必要である。そこで、以下の施策を講じられたい。 

 

（１）知的財産権の取得・維持費用を下げる 

●中小・小規模企業、ベンチャー企業が、複雑な要件に縛られることなく、一律に費用負担の減免

措置を受けられるよう、料金減免体系を抜本的に見直すこと。例えば、米国のスモールエンティ

ティ・マイクロエンティティ制度を参考に、(中小企業基本法の範囲で)、従業員300人以下の中

小企業には一律に料金を半減し、さらに、出願経験の乏しい中小企業については料金を１/４に

減免するよう、制度を改善すること。 

●特許料の減免制度と同様の減免制度を実用新案・意匠・商標の各知的財産権にも導入すること。 
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●中小企業が強固で安定的な特許を取得するためには、技術に精通した弁理士のアドバイスや申請

への関与が必要であるが、中小企業にとっては費用の負担が大きいことから、弁理士費用の補助

等を創設すること。 

●外国出願における支援対象経費の範囲を拡大し、出願前後に係る費用についても補助を行うとと

もに、上限額を引き上げること。また、公募期間を拡大し、利用しやすい制度とすること。 

 

（２）知的財産権を取得するための手続きを簡単かつわかりやすく 

●知的財産権の申請書類を簡素化し、手続き負担を軽減すること。例えば、出願、審査請求、早期

審査、減免制度の申請において、各段階で個別の書類の提出を求める現在の方式を改め、可能な

限り一括申請ができるよう、改善をすること。また、その様式についても、申請が簡易化される

よう工夫（例：該当事項にチェックを入れる方式など）するとともに、申請要件等については宣

誓(※)に変更し、添付を要する証明書類を削減すること。 

※アメリカでは、申請書類に中小企業である旨を宣誓（該当の要件項目にチェック）すれば、費用減免の対

象になる。但し、虚偽申告（宣誓）の場合は、権利行使不能や取り消される場合がある。 

●知的財産権の出願から登録までの流れや個別の書類の記載方法等に関し、特許庁のホームページ

で分かりやすく説明するとともに、広く普及啓発を行うこと。また、各自治体における補助制度

などをわかりやすく紹介すること。 

 

２．中小企業が知的財産経営を実践するために 

（１）知的財産を戦略的に経営に活かそうとする中小企業への支援 

●特許のみならず、実用新案、意匠、商標、営業秘密等の知的財産を適切に使い分ける知的財産戦

略の策定支援を強化すること。支援に当たっては、単なる権利化ではなくビジネスモデルを構築

する観点が重要であり、大手企業の OB など、知的財産戦略の策定・実践に経験のある人材を活

用すること。 

●中小企業が保有する特許の活用促進のため、その戦略的な活用に関する民間企業によるコンサル

ティングに要する費用について、負担軽減のために必要な支援を講じること。 

●知的財産の戦略的活用に関する先進事例の紹介等を強化すること。 

●パテント・ボックス税制（知的財産権に起因する収益に対する税負担の軽減）を創設すること。 

●わが国のものづくりを支える中小企業の技術開発や研究開発を後押しするため、研究開発税制に

おいて、オープンイノベーション（特別試験研究費）の範囲に、特許譲受対価を追加すること。

また、控除率について、現行の 12％から引き上げるとともに、控除上限の別枠化を図ること。 

●中小企業が、自社で開発した技術を活かして自社製品を生み出し、売上及び収益の向上につなげ

るため、研究開発のみならず製品化や販売促進に関する支援を拡充すること。 

●開放特許の流通・活用を促進するため、開放特許情報データベースに登録した特許権の権利維持

費用を軽減すること。 

●中小企業のニーズに応じた開放特許のマッチング支援など、コンサルティング機能を備えた支援

体制を設けること。 

 

（２）中小企業の知財活用を支える人材育成への支援 

●権利化にとどまらず、営業秘密の活用やオープン＆クローズ戦略を含むトータルな知的財産戦略
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を立案・推進できる人材の育成カリキュラムを開発し、中小企業向けに提供すること。 

●特許情報プラットフォーム（J－PlatPat）及び開放特許流通データベースの活用に関する講習会

について、開催回数の増加を図るとともに内容の充実化、地方への開催拡大、講義映像のインター

ネット配信、企業内研修等への講師派遣など大幅な拡充を行うこと。 

●中小企業における知財人材育成のため、先進的な企業の取り組み事例を提供すること。また、知

的財産管理技能検定の資格取得に向けた支援を行うこと。 

●中小企業診断士、金融機関、大手企業の OB 等、中小企業の知的財産の戦略的活用促進に携わる

人材向けの研修プログラムの体系化を図ること。 

●知的財産の戦略的活用について中小企業が弁理士に相談する際、中小企業支援に精通している弁

理士を的確に選定しやすくすること。 [例えば、弁理士の認定制度を創設する等] 

●イノベーションを促進するためには、発明や創作などの成果である知財を尊重する風土づくりが

重要である。そこで、小中学校のカリキュラムにおいて、発明の意義や知財の重要性について考

える機会を設けること。 

 

（３）金融にも役立つ知的財産制度にするために 

中小企業が保有する独自技術の価値や将来性が適切に評価され、その資産価値が明確になれば、研

究開発へのインセンティブ向上や、高い技術を持つ中小企業の円滑な資金調達の実現などに資するこ

ととなり、イノベーションの促進が期待される。 

そのため、以下の施策に取り組まれたい。 

●金融機関に対し知的財産の適正な評価をもとにした融資を促すため、現在行われている「知財活

用ビジネス評価支援」、「知的資産報告書作成支援」を拡充し、さらに積極的に推進すること。 

●多数の特許が自由に取引される特許流通市場の整備や、知的財産の資産価値を数値化・指標化す

るなど、知的財産の経済的価値が客観的に評価される仕組みを構築すること。 

 

（４）知的財産侵害に対する支援および対策の強化 

●取引先による技術やノウハウなどの知的財産の吸い上げ等の実態を調査するとともに、不当な技

術の吸い上げを行う企業に対しては、企業名を公表するなど、独占禁止法（優越的地位の濫用）

のガイドラインを拡充し、断固たる措置を講じること。 

●模倣品・海賊版等による知的財産侵害について、日本政府は相手国政府に対策強化を一層働きか

けること。また、相手国における侵害の発見、侵害先への警告、警察への被害届等の提出、税関

への差押え請求、裁判所への提訴、民間交渉などにおいて在外公館やジェトロは積極的に関与す

るなど対応を強化すること。また海外の模倣品・海賊版対策の費用への補助（「中小企業知的財

産活動支援事業費補助金」等）を拡充すること。 

●模倣品・海賊版による被害の実態を正確に把握し、その取締りを強化するため、「政府模倣品・海

賊版対策総合窓口」について、拡充強化に向けた施策を講じるほか、関係省庁等が行う相談窓口

との連携を強化すること。 

●海外での模倣品・海賊版の流通を阻止するため、侵害発生国の税関、警察等の執行機関について、

わが国の取締りの実践的なノウハウの提供や定期的な意見交換を継続的に実施すること。さら

に、現地における厳格な取締りの実現に向け、侵害発生国の取締り状況を調査し、必要に応じて

改善を要求すること。 
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●輸入差止申立書に添付する特許庁の判定書の発行期間を短縮すること。 

●海外における知的財産権の取得・活用に関しては、出願時の費用のみならず、出願前の調査・情

報収集や、出願後の権利維持に係る負担も大きい。そこで、外国出願支援事業の対象経費を拡大

し、出願前後に係る費用についても補助を行うとともに、上限額を引き上げること。また、公募

期間を拡大し、利用しやすい制度とすること。 

●現在、都道府県等中小企業支援センター及びジェトロ本部が担っている「中小企業外国出願支援

事業」の受付窓口を拡大すること。 

●海外における知的財産の侵害等に関する相談体制を強化し、侵害調査費用等に関する支援制度の

周知を図ること。 

●創設予定の海外知財訴訟保険制度について周知を強力に行うこと。 

 

Ⅱ.地方創生・地域活性化に資する知的財産権の実現 

地方創生・地域活性化の実現には、地域の産業特性を踏まえたものづくり等産業のイノベ―ション促進

（ローカルイノベーション）、地域資源・技術を活用した販路開拓やブランド化（ローカルブランディング）

が不可欠である。これらを実現するためには、企業間連携を活かすと同時に、地域の産業特性、地域資源、

技術を徹底的に活用し、地域の付加価値を創造することが不可欠である。また、地方大学や公設試験研究

機関が保有する技術等の活用による地域中小企業の競争力強化や、地域資源の権利化、地域ブランドの構

築に向けた強力な支援に取り組むべきである。 

以上のことから、次の施策が必要と考える。 

 

１．地域が保有する知的財産を中小企業の連携強化に活用 

●地方創生は、地域の企業が地域の特性に応じてスピード感をもって事業展開できる、地域戦略がポ

イントになる。そのため、地方自治体は知的財産の創造・保護・活用を強化する地域戦略を策定し、

中小企業の知的財産戦略のあり方、支援施策の体系と方向性を明確にすること。また、国はその策

定を積極的に支援すること。 

●産学連携推進の起爆剤とするべく、大学や研究機関が保有する特許を中小企業が事業化評価をする

間、中小企業に無償で開放すること（山口大学の特許開放モデルの展開）。 

●産業界、大学、地方自治体が連携し、基礎研究から出口までを見据えた研究開発等を推進する「SIP

（戦略的イノベーション創造プログラム）」について、優れた技術を持つ中堅・中小企業向けの枠を

創設すること。 

●地方大学や公設試験研究機関等が保有する特許等の技術を中小企業が有効に活用するため、各企業

に対しこれらの技術活用を促し、製品化まで支援できるコーディネーターの育成・配置を行うこと。 

●企業と大学の適切な権利配分を実現するため、産学連携における契約締結時のサポート等の支援を

行うこと。 

●オープンイノベーションに取り組む大企業と独自の技術を持つ中小・ベンチャー企業のマッチング

を図り、中小・ベンチャー企業が保有する技術の活用を促進すること。 

●中小企業の知財活用をさらに促進するため、知財総合支援窓口が、相談対応のみならず、中小企業

のネットワーク化を通じ企業間のノウハウの共有や人材育成に取り組むなど、地域における支援機

能をいっそう強化すること。 

●中小企業のデザイン活用を促進するために、デザイナーとのマッチングやデザイン芸術系大学との
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産学連携等の施策を強化すること。 

２．地域資源を権利化・ブランド化して地方創生の目玉に 

●地理的表示保護制度については、わが国の農林水産品の高付加価値化、ブランド力向上に極めて役

立つため、積極的な PRを行い、利用を促進すること。 

●地理的表示保護制度の対象となる農産品の範囲を拡大すること。 

●伝統工芸品や地域の工業製品などの非農林水産品が地理的表示保護制度を活用できるよう、制度の

拡充を図ること。 

●地域団体商標制度の活用を促進するため、商標を料金減免制度の対象とし、商工会議所等を減免措

置の対象団体とすること。 

●地域団体商標制度や地理的表示制度で保護されない地域ブランドについて、ブランドマネジメント

を行うための補助制度等を創設すること。 

●各省庁や自治体がそれぞれ行っている地域ブランド強化に係る支援事業について、所管省庁の枠を

超えた組織横断的な対応を可能とし、長期的な視点で地域ブランドの育成につながるよう再構築す

ること。 

●京都ブランド、浜松地域ブランド「やらまいか」、まちだシルクメロン（町田）をはじめとする、地

域における製品やサービスのブランド力向上に係る取り組みを後押しし、情報発信や販路開拓な

ど、強力に支援していくこと。 

（例：「葛飾ブランド（葛飾町工場物語）」、「すみだブランド（すみだモダン）」、「大田ブランド（も

のづくりネットワーク）」、「板橋 Fine Works」、「メイド・イン・品川」、等の取り組み支援など） 

●地域資源のブランド化には、素材の発掘・生産、ストーリー性の構築、商品化、 適なチャネルで

の販売といったサプライチェーンを、地域の多様な連携により構築することが必要である。こうし

た取り組みの支援のため、28年度予算案に盛り込まれた全国展開支援事業（地域力活用新事業∞全

国展開プロジェクト）、JAPAN ブランド育成支援事業、ふるさと名物応援事業について、円滑な実現

を図ること。 

 

３．地域の知財活用人材を育てて地域主導の地方創生を促進する 

●多くの地域では第一次産業が基幹産業となっており、地域の活性化には農商工連携・６次産業化の

推進等が必要であることから、その核となる人材の育成（食の６次産業化プロデューサー等）への

支援を拡充すること。 

●地域の知的財産（育成者権、商標権、意匠権等）を総合的に活用し、地域産品の価値を高めるブラ

ンドマネジメントを担う人材の育成を図ること。 

●「くまモン」に代表される地域の PR キャラクターは、多大かつ多方面の経済波及効果を有し、地

域活性化に大きく貢献している。他方、キャラクターの活用に際しての著作権管理やビジネス展開

に通じた人材の不足に悩む地域も存在することから、関連情報の提供や成功事例の横展開などの支

援を強化すること。 

 

Ⅲ.わが国企業の産業競争力強化に向けた知財システムの構築 

１．中小企業が知財を守るための知財紛争処理システムの構築 

中小企業は経営資源の制約から、知財侵害に対抗して訴訟を提起することが難しい。中小企業が訴訟

を起こすのは、自社のビジネスを侵害され、その影響が看過できない場合である。しかし、知財訴訟に
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おいて原告・中小企業の勝訴率は20％に満たない。さらに、勝訴したとしても中小企業の損害賠償請求

額に対する認定率は８％と、大企業の30％に比べ低い。中小企業は判決時に賠償額をより多く減額され

ている。このように、特許権等でビジネスをしっかりと守ることができないならば、中小企業は技術開

発など知財を創造し活用する意欲を大きく削がれる。 

特許等が創意工夫の成果として尊重され、安定的に活用できることが、中小企業の存続・発展にとっ

て必要不可欠である。中小企業が知財紛争処理に求めるのは、特許等が裁判においても高い安定性が認

められること、並びに知財侵害の際に訴訟提起が容易にできることである。またこのような紛争処理シ

ステムの改善に加えて、取引先による中小企業の技術・ノウハウの不当な吸い上げに対しては、企業名

を公表するなど独占禁止法（優越的地位の濫用）のガイドラインの拡充も検討されるべきである。 

以上のような視点から、次の施策の実現を求める。 

 

（１）特許権の安定性を高める 

知財訴訟において無効の抗弁が提出された際に、37％の特許等が無効とされており、特許等の安定

性への懸念を生んでいる。こうした懸念を払しょくするために も重要なことは、裁判において特許

等の有効性が否定されることがないように、特許庁が確実な審査を行うことである。 

また、裁判所の技術的専門性を更に高めるための措置を講じることが重要である。侵害訴訟におい

て権利付与した専門官庁である特許庁に意見陳述を行う機会を与えることも必要である。 

さらに、特許権の権利付与段階における取り組みも重要である。公正取引委員会は独占禁止法違反

の審査に関する規則・ガイドラインを定め、これを一般に公表することにより、準法律的な取り扱い

が認められている。同様に、特許庁の知財権付与の審査に関する内部基準について、規則として公表

し、準法律的な効果を付与することによって、権利の安定性を高めることを併せて検討するべきであ

る。 

 

（２）証拠収集手続きを強化する 

中小企業からは、侵害訴訟を提起する際に、特に被疑侵害者の生産現場で使用する製法に関する特

許は、侵害事実を立証するための証拠収集が難しいとの声が多い。一方で、中小企業を原告とする知

財訴訟では、非侵害による原告敗訴が６割以上を占めている。中小企業が侵害に際して証拠を十分に

収集できるようにするとともに、見込み違いによる提訴を防ぐためには、訴訟提起後はもとより、訴

訟提起前の証拠収集を容易にすることが必要である。例えば、ドイツの査察制度を参考に、裁判所の

許可を得て、中立的な査察官が証拠収集を行う制度の導入を検討すべきと考える。査察に当たっては、

営業秘密漏洩に関する懸念が寄せられていることから、裁判所の許可、及び査察官の秘密保持を厳格

にすることにより、これらの懸念を払しょくするべきである。 

 

（３）侵害差止めの迅速かつ的確な対応を 

中小企業が特許や商標を取得するのは、他社からの侵害を防ぐためである。しかし、現実には、中

小企業が侵害品を見つけても、なかなか製造や販売、輸入の差止めが認められない。例えば、ドイツ

では、迅速に差止めが認められ、被害の拡大を防いでいるとの指摘があることから、日本でも、ドイ

ツ並みに迅速かつ的確な侵害差止めがなされるよう、制度と運用を改善すべきである。 

 

（４）低すぎる損害賠償額の早期是正を 
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わが国の訴訟における損害賠償額は低廉に押さえられており、仮に権利を持つ中小企業が勝訴した

場合であっても弁護士費用すら支出できないという実態が、多くの中小企業から指摘されている。ま

た、TPP との関連では、著作権法、商標法において法定損害賠償の導入が求められている。こうした

状況を踏まえ、低すぎる損害賠償額については、早期に是正する必要がある。 

一方、損害賠償の額を上げることについては、その内容いかんによってはわが国の訴訟環境を大き

く変え、パテントトロール等が日本で積極的に訴訟を提起する事態を招くとの指摘があり、この点に

十分に注意する必要がある。 

そこで、現在の低すぎる損害賠償額を是正するために、特許法102条各項に基づく算定の見直しや

法定損害賠償の導入など、損害賠償の額を適切な水準に引き上げる方策を検討すべきである。特に、

同法102条３項の特許実施料相当額については、平成10年改正で「通常」の文言を削除し、訴訟当事者

間の具体的事情を考慮した妥当な金額が認定できるようにしたところであるが、法改正後も侵害の態

様、交渉経緯などの具体的事情が裁判において増額要因として認定され難いという調査分析もある。

そのため、裁判所が独自の判断で決定している同法102条各項に基づく算定については、関係者の理

解を深めるために、透明性を高める見直しを早急に行う必要がある。 

弁護士費用については特許権者が侵害者を訴える場合に限り、敗訴侵害者の負担となるよう民法

709条の相当因果関係の判断に関する運用を見直すべきである。 

 

（５）知財紛争に係る中小企業支援策を強化する 

中小企業が知財紛争で勝てない要因として、特許の内容が不十分であることや、訴訟を依頼した弁

護士が知財紛争に精通していないなど、中小企業側の問題を指摘する声がある。 

一方、経験豊かな弁理士や知財弁護士は、利益相反のために中小企業からの依頼を断ることがある

のも実態である。中小企業の実質的なハンディをなくすためには、思い切った中小企業支援策が必要

である。 

 

●中小企業に対する裁判費用の支援等 

訴額に比例した高すぎる裁判費用も、中小企業が多額の損害賠償を求めて訴訟提起することを困

難にしている。例えば、訴額が100億円の訴訟を提起する場合には、1,600万円程度を裁判所に一旦

納付する必要があり、資金繰りに余裕のない中小企業には手当が困難である。また、知財訴訟にお

ける弁護士費用の捻出も中小企業には大きな負担となる。そのため、中小企業に対する裁判費用の

助成措置や減免制度、知財訴訟における弁護士費用保険制度の創設などを検討すべきである。 

 

●知財総合支援窓口の機能強化による、侵害・訴訟への対応備えを含めた戦略的な特許取得支援 

知財訴訟を経験したことがある中小企業の割合は極めて少ない。そのため、中小企業においては、

業界の技術動向等を見据え、訴訟にも耐えうる戦略的な特許を取得しようという意識は依然として

低い。このような状況を踏まえ、中小企業が知財総合支援窓口に特許出願を相談した際には、第三

者的視点から出願内容を分析し、侵害・訴訟への対応備えも含めたアドバイスを受けられるように、

相談窓口の機能を強化する必要がある。 

 

●知的財産に詳しい弁護士を業界団体等が紹介する制度の創設 

特に地方においては、知財に詳しい弁護士等を探すことは困難であり、これらの弁護士に関する
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情報にアクセスできるよう、現在弁護士会が行っている弁護士紹介制度に加えて、各業界団体等が、

自業界やその技術の動向に詳しい弁護士等を紹介することを認めるべきである。 

 

●調停・斡旋制度の検証及び改善 

裁判より早期での解決を望む中小企業のために、既存の調停・斡旋制度の 利用実態を検証し、

改善を図る必要がある。 

 

２．日本の知的財産システムを世界に広げる 

●特許審査ハイウェイ（PPH）をさらに拡大推進すること。 

●特許の対象や審査基準の共通化など、低コストかつグローバルな権利取得支援のため、わが国が中

心となって国際特許システムを構築すること。 

●新興国での安定した知的財産の保護による競争力の維持・強化のために、知財システム構築を積極

的に支援すること。なお、任期を満了し特許庁を退職した任期付審査官の活用や、審査システムを

サービスとして新興国に提供することも視野に入れること。 

●わが国の知財システムの競争力強化に繋がることから、審査品質を維持しつつ、出願から権利化ま

での期間の一層の短縮を図り、世界 速かつ 高品質の特許審査を実現すること。 

●パテントトロールのような濫用的な権利行使に対し、他国の動向を踏まえつつ、安易な訴訟提起の

防止や差止請求の制限などについて検討すること。 

 

３．国際標準・認証を産業競争力強化に役立てる 

●中小企業に対して、政府の国際標準化に関する取り組みをわかりやすく説明すること。 

●海外展開や輸出促進を図るため、各国の標準規格（例えば、EU における CE マークなど）の取得費

用や安全規制に係る費用に対する補助制度を創設すること。 

●中小企業が持つ高い技術や品質を海外で 大限に発揮するため、中小企業等が持つ技術の標準化や

わが国の認証基盤の強化を図ること。 

●国際標準等に関する活動については、民間企業の負担が大きいため、国際会議参加に係る補助制度

の拡充や補助対象範囲を拡大すること。 

●製品等の企画開発段階において適切に対応できるよう、国際標準や海外の規格に関する 新動向等

の情報提供を強化すること。 

●国際標準や認証等の事例を活用した普及啓発をさらに強化すること。 

 

Ⅳ.活用と保護を重視したコンテンツの競争力強化へ 

世界のコンテンツ市場は年平均５％以上の成長率で伸長しているのに対し、わが国コンテンツ市場の規

模はここ数年横ばい・縮小傾向にある。また、わが国のコンテンツ収支は毎年5,000億円以上の赤字が続い

ている。こうした状況に対する危機感を関係者が共有するとともに、クール・ジャパンとして海外から評

価が高く、高い潜在力を持つコンテンツ産業の競争力を強化し、海外展開を促進するべきである。また、

アジア諸国における海賊版等の著作権侵害コンテンツの流通については、早急に対策を講じる必要があ

る。 

以上のことから、次の施策が必要と考える。 
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１．コンテンツの海外発信を強化してクールジャパンを全世界に 

●わが国のコンテンツは海外で高い評価を受けているにも関わらず、コンテンツ産業の輸出比率は依

然として低迷している。コンテンツの輸出を国家プロジェクトとして位置づけ、重点的な取り組み

を行うこと。 

●コンテンツの海外発信について、一過性の流行にとどめず現地への効果的な浸透を図るため、ター

ゲットとする国において、国が主導して日本のコンテンツ専門放送局などの情報発信拠点（ジャパ

ン・チャンネル）を設けること。 

●海外で独自のチャネルにより放送枠の確保等の海外展開を行う企業について、省庁横断的な支援を

行うこと。 

●放送コンテンツ海外展開促進機構（BEAJ）について、放送局に限らず、多くの企業が参画できるよ

う制度を拡大し、日本のコンテンツの海外進出の促進を図ること。 

●国際見本市への共同出展や海外での日本イベントの開催など、コンテンツの海外展開や輸出支援策

を拡充すること。 

●ジャパン・コンテンツ ローカライズ＆プロモーション支援助成（通称：J-LOP）について、申請手

続きならびに精算処理の簡素化を図り、利用し易い制度に改善を図ること。 

●コンテンツをはじめとしたクリエイティブ産業の振興を効果的・効率的に行うため、分野ごとの市

場規模、事業所数、従業者数、輸出入額、あるいは著作権といった知財権ごとの海外との収支など

の統計を整備すること。 

●政府が設置を検討している「ジャパン・ハウス」において、日本を代表するコンテンツの重点的な

PR を行うこと。 

●魅力あるコンテンツの海外への発信や観光との相乗効果が期待できるフィルムコミッションの推

進について、積極的に支援を行うこと。また、札幌コンテンツ特区等で実績のあがった効果的な取

り組みについては横展開を図ること。 

 

２．海外における模倣品・海賊版を徹底的に取り締まる 

●模倣品・海賊版対策については、拡散防止条約（ACTA）の加盟促進等を進めると同時に、経済連携

協定や二国間交渉等により知的財産の保護を強力に働きかけること。 

●わが国の劇場内で無断撮影された映像や著作権侵害映像等の違法流通の取締りのノウハウを海外

諸国に提供し、海外での取締り強化につなげること。 

●侵害発生国・地域への監視を強化し、明白な権利侵害に対しては警告書を出すなど、政府機関が積

極的に関与すること。 

●海外のコンテンツに関する規制情報の提供および規制緩和・撤廃に向けた取り組みを強化するこ

と。 

●海外現地における抜本的な模倣品・海賊版の対策として、政府の支援のもと、コンテンツ制作企業、

放送局、通信事業者等の関係者が一丸となって日本の正規優良コンテンツの流通を促進すること。 

 

３．良質なコンテンツを創りだすための著作権法の整備 

●デジタル化の進展により著作権の重要性が増していることから、セミナー等により著作権が理解で

きる人材育成を強化すること。 

●著作物の保護期間延長にあたっては、孤児著作物の問題等のデメリットも考慮し、裁定制度の見直
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しやライセンシング体制の構築等の利用円滑化の方策を合わせて導入すること。 

●著作権法違反の一部非親告罪化にあたっては、二次創作等に過度な萎縮効果をもたらさないよう明

確な範囲を設定すること。 

●新規のビジネスが活発に創出される環境を整備するため、著作物の公正な利用について検討を行う

こと。 

●共同著作物に係る共有著作権の行使について、他の共有者の利益との調整を図るための制度の整備

を図ること。 

 

４．コンテンツの活用や制作を支える人材育成の強化を図る 

●わが国のコンテンツは、世界で評価されているにも関わらず、海外で十分な収益を上げていない。

そこで、海外における日本コンテンツのビジネス展開をマネジメントできるプロデューサー人材の

育成に取り組むべきである。 

●若手クリエイターを対象としたコンテストなど、コンテンツ産業を担う人材育成支援策を強化する

こと。 

●徳島県徳島市で平成21年から開催されているアニメを活用したイベント「マチ★アソビ」が毎回数

万人の参加者を集めているように、地域活性化に向けた方策のひとつとしてもコンテンツ活用は有

効に働く。そこで、コンテンツを有効に活用した地域活性化策を推進できる人材の育成を強化する

こと。 

 

以 上 
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(3) 刊行物等 

○販売士メールマガジン 第 105 号～第 116 号 

○日商 ニュース・ファイル第 1078 号～第 1137 号 

○Eメール通信 第 862 号～第 903 号 

○メールマガジン「全国展開ナカマガ」第 181 号～第 204 号 

○メールマガジン「日商観光メルマガ」第６号～第 17 号 

○メールマガジン「quali」第 176 号～第 187 号 

○DC プランナー（企業年金総合プランナー）メールマガジン 第 297 号～第 320 号 

○情報誌 企業年金総合プランナー 第 26 号～第 27 号 

○ネット試験インフォメーション 第 129 号～第 165 号 

○会議所ニュース（旬刊）第 2502 号～第 2533 号 

○石垣（月刊）第 419 号～第 430 号 

○所報サービス（月刊）平成 27年４月～平成 28年３月 

○日商保険情報メール 第 146 号～第 182 号 

○タブレット通信 第 46 号～第 60 号 

 

 

(4) 技術・技能の普及 

①検 定 

ア．珠 算 

（ⅰ）珠算能力検定試験（文部科学省後援） 

珠算能力検定試験は、６月 28日（第 204 回１級～３級）、10月 25 日（第 205 回１級～３級）、平成

28 年２月 14 日（第 206 回１級～３級）の３回施行した。その結果、受験者数は、１級 30,317 名、２

級 41,727 名、３級 53,729 名の合計 125,773 名で、前年度（128,458 名）と比較して 2,685 名の減少

（前年度比 2.1％減）となった。合格者数は、１級 7,952 名、２級 14,820 名、３級 26,749 名の合計

49,521 名であった。 

 

○第 204 回珠算能力検定試験 

（６月 28日（日）、411 商工会議所で施行） 

級 受験者数（名） 実受験者数（名) 合格者数（名） 合格率（％） 

１級 9,865 9,620 2,561 26.6 

２級 13,516 13,159 4,700 35.7 

３級 18,810 18,308 9,802 53.5 

合計 42,191 41,087 17,063 － 

 

○第 205 回珠算能力検定試験 

（10 月 25 日（日）、404 商工会議所で施行） 

級 受験者数（名） 実受験者数（名) 合格者数（名） 合格率（％） 

１級 9,308 9,018 2,134 23.7 

２級 13,169 12,742 4,174 32.8 

３級 16,727 16,151 7,930 49.1 

合計 39,204 37,911 14,238 － 
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○第 206 回珠算能力検定試験 

（平成 28年２月 14 日（日）、406 商工会議所で施行） 

級 受験者数（名） 実受験者数（名) 合格者数（名） 合格率（％） 

１級 11,144 9,857 3,257 33.0 

２級 15,042 13,045 5,946 45.6 

３級 18,192 15,408 9,017 58.5 

合計 44,378 38,310 18,220 － 

 

○珠算能力検定試験１級満点合格者 

各回の満点合格者数は、以下のとおり。 

1) 第 204 回  22 名 

2) 第 205 回  28 名 

3) 第 206 回  24 名 

 

○珠算技能国際認定証の交付 

珠算能力検定試験の１級～３級の合格者のうち、希望者に対し、当所会頭および国際珠算協会日本国

内委員会会長名による英文の「珠算技能国際認定証」を交付している。平成 27年度は、１級～３級の合

計で 719 名に交付した。 

 

（ⅱ）視覚障害者珠算検定試験 

当所ならびに全国盲学校長会主催による第 51 回視覚障害者珠算検定試験は、11 月 13 日から平成

28 年１月 29 日までの間に、全国 46盲学校等で施行した。受験者数は 201 名で、合格者数は 100 名で

あった。 

 

○第 51 回視覚障害者珠算検定試験 

（11 月 13 日（金）～平成 28年１月 29 日（金）、46 盲学校等で施行） 

クラス 受験者数（名) 実受験者数（名) 合格者数（名) 合格率（％)

A クラス 11 10 3 30.0

B クラス 21 20 5 25.0

C クラス 33 32 11 34.4

D クラス 45 43 27 62.8

E クラス 53 51 30 58.8

F クラス 38 38 24 63.2

合  計 201 194 100 － 
 

 

イ．簿記検定試験 

簿記検定試験は、６月 14 日（第 140 回１級～４級）、11 月 15 日（第 141 回１級～４級）、平成 28 年

２月 28 日（第 142 回２級～４級）の３回施行した。その結果、受験者数は、１級 22,152 名、２級 229,373

名、３級 325,120 名、４級 1,866 名の合計 578,511 名で、前年度と比較して 41,147 名の増加（前年度

比 7.7％増）となった。合格者数は、１級 1,589 名、２級 33,858 名、３級 87,705 名、４級 555 名の合

計 123,707 名であった。 

平成 27 年度より、「日商簿記再生アクションプラン」の一環として、人口５万人未満都市の商工会議
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所（160 会議所）向けに、簿記申込案内ページを「商工会議所検定サイト」内に作成した。その結果、

当該会議所合計で前年同期比 15％の受験者増となった。 

また、平成 28 年度から 30 年度にかけて段階的に変更予定である簿記出題区分表の改定を周知するた

め、全国各地の教育機関、企業等の簿記指導者を対象とした「簿記指導者セミナー」を東京など全国７

都市で計 10回開催し、860 名の申し込みがあった。加えて、改定の趣旨やポイントをまとめた特設サイ

トを開設し、受験者への周知に努めた。 

簿記を勉強する学生向けに「簿記が好きになるセミナー」を８月に東京、12 月に大阪で開催し、合計

268 名の申し込みがあった。 

さらにミャンマーにおける人材育成支援の一環として同国の簿記教育が図れるようミャンマー商工

会議所連合会、JICA 等との共催により 10 月にヤンゴンで「日商簿記セミナー」を開催（現地企業、教

育関係者等 200 名が参加）。続いて、学習講座の開催を支援した。 

 

○第 140 回簿記検定試験 

（６月 14日（日）、492 商工会議所で施行） 

級 受験者数（名） 実受験者数（名) 合格者数（名） 合格率（％） 

１級 10,361 8,108 716 8.8 

２級 62,473 47,480 16,395 34.5 

３級 102,252 79,467 41,910 52.7 

４級 714 559 212 37.9 

合計 175,800 135,614 59,233 － 

 

○第 141 回簿記検定試験 

（11 月 15 日（日）、492 商工会議所で施行） 

級 受験者数（名） 実受験者数（名) 合格者数（名） 合格率（％） 

１級 11,791 9,087 873 9.6 

２級 76,207 59,801 7,042 11.8 

３級 107,928 84,708 22,094 26.1 

４級 603 478 198 41.4 

合計 196,529 154,074 30,207 － 

 

○第 142 回簿記検定試験 

（平成 28年２月 28 日（日）、494 商工会議所で施行） 

級 受験者数（名） 実受験者数（名) 合格者数（名） 合格率（％） 

２級 90,693 70,402 10,421 14.8 

３級 114,940 89,012 23,701 26.6 

４級 549 419 145 34.6 

合計 206,182 159,833 34,267 － 
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〇セミナー開催実績 

セミナー名 開催日時 会場 申込者数（名） 

簿記指導者セミナー 

平成27年５月19日（火） 東京 115 

６月20日（土） 名古屋 99 

６月26日（金） 大阪 81 

７月７日（火） 福岡 117 

８月７日（金） 札幌 50 

８月24日（月） 仙台 53 

８月27日（木） 広島 50 

12月15日（火） 大阪 100 

平成28年１月７日（木） 福岡 75 

１月12日（火） 東京 120 

簿記がもっと好きに
なるセミナー 

８月28日（金） 東京 140 

12月21日（月） 大阪 128 

 

ウ．リテールマーケティング（販売士）検定試験（全国商工会連合会との共催、経済産業省・中小企業庁

後援） 

リテールマーケティング（販売士）検定試験は、平成 27年度から２級試験を年２回の施行に変更し、

２月にも実施することとした。試験は、１級を平成 28 年２月 17 日（第 43 回）、２級を９月 26 日（第

43 回）と２月 17日（第 44 回）、３級を７月 11日（第 76 回）と平成 28年２月 17 日（第 77 回）に施行

した。その結果、受験者数は、１級 1,375 名、２級 13,432 名、３級 22,879 名の合計 37,686 名で、前

年度（38,107 名）と比較して 421 名の減少（前年度比 1.1％減）となった。合格者数は、１級 220 名、

２級 6,641 名、３級 10,881 名の合計 17,742 名であった。 

昭和 48 年度に第１回試験（３級のみ）を施行して以来、これまでに、のべ 1,885,385 名が受験し、

930,159 名が合格している。 

また、販売士ハンドブック３級（基礎編）の内容を改訂し、平成 28 年３月付で発行した。 

加えて、検定の周知と流通・小売業界が直面する喫緊の諸課題に対する企業の取り組みを支援するこ

とを目的に「流通・小売業のためのリテールマーケティングセミナー」を東京で２回開催し、計 465 名

の申込があった。他にも、訪日外国人の消費行動を取り込むマーケティング戦略をテーマに「インバウ

ンド対策セミナー（ショッピングツーリズム実践講座）」を東京と奈良で開催し、計 147 名の申し込が

あった。 

平成 28 年３月末日現在の販売士資格登録者数は、１級 4,931 名、２級 73,833 名、３級 137,003 名の

合計 215,767 名となった。 
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○平成 27 年度結果 

級  施行会議所数 受験者数（名） 実受験者数（名) 合格者数（名） 合格率（％） 

１級 165（第43回） 
1,375
（5）

1,144
（3）

220 
（0） 

19.2
（0）

２級 
 

２級 

274（第43回） 
 
265（第44回） 

8,431
（30）
5,001
（4）

7,532
（30）
4,374
（4）

4,084 
（10） 
2,557 
（3） 

54.2
（33.3）

58.5
（75）

３級 302（第76回） 
10,830
（38）

10,010
（38）

4,506 
（21） 

45
（55.2）

３級 300（第77回） 
12,049
（49）

11,038
（46）

6,375 
（26） 

57.8
（56.5）

合計 － 
37,686
（126）

34,840
（121）

17,742 
（60） 

－ 

※（  ）は、各地商工会連合会の受験者数等（内数で表示）。 

 

〇セミナー開催実績 

セミナー名 開催日時 会場 申込者数（名） 

流通・小売業の
ためのリテール
マーケティング
セミナー 

平成27年９月17日（木） 東京 230 

12月９日（水） 東京 235 

インバウンド 
対策セミナー 

平成28年２月26日（金） 東京 108 

３月23日（水） 奈良 39 

合計 － － 612 

 

 

 

エ．キーボード操作技能認定試験 

（ⅰ）キータッチ 2000 テスト 

キータッチ 2000 テストは、合格・不合格を判定するものではなく、試験時間の 10分間に入力でき

た文字数でタッチタイピング技能を証明するもの。試験時間内に 2,000 字すべての入力を終えた受験

者には、「ゴールドホルダー」の称号を付与している。また、ゴールドホルダー取得者の実力を広く周

知するため、ゴールドホルダーが入力に要した時間をランキングにして、その上位 20 位の受験番号

とタイムを検定ホームページに掲載している。 

平成 27 年度の受験者数は 876 名（ゴールドホルダー43名）であった。 

 

（ⅱ）ビジネスキーボード認定試験 

ビジネスキーボード認定試験は、基本的なタッチタイピング技能を認定する｢キータッチ 2000 テス

ト｣の中・上級試験にあたり、ビジネス実務で要求される速くて正確なキーボードの操作技能を証明

する試験。試験は、日本語、英語、数値の３科目で構成されており、３科目すべてにおいて 上位の

S評価を取得した者は、「ビジネスキーボードマスター」の称号を付与している。 

平成 27 年度の受験者数は 421 名であった。 
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オ．DC プランナー（企業年金総合プランナー）認定試験（一般社団法人 金融財政事情研究会との共催） 

DC プランナー（企業年金総合プランナー）認定試験は、９月 13日（第 21 回２級）、平成 28 年１月 24

日（第 20 回１級）の２回施行した。 

受験者数は、１級 1,139 名、２級 2,210 名の合計 3,349 名で、前年度と比較して１級は、187 名の増

加（前年度比 19.6％増）、２級は 215 名の増加（前年度比 10.8％増）となった。合格者数は、１級が 80

名、２級は 1,197 名の合計 1,277 名であった。 

 

○平成 27 年度結果 

級 受験者数（名） 実受験者数（名) 合格者数（名） 合格率（％） 

１級（第20回） 1,139 864 80 9.3

２級（第21回） 2,210 1,839 1,197 65.1

合計 3,349 2,703 1,277 － 

 

合格者のうち、希望者は DC プランナー（企業年金総合プランナー）としての資格を登録できる。資格

の有効期間は２年間。１級の登録者には「１級 DCプランナー（企業年金総合プランナー）」、２級の登録

者には「２級 DC プランナー（企業年金総合プランナー）」の称号を付与しており、平成 28 年３月末日

現在の「１級 DCプランナー（企業年金総合プランナー）」は 2,215 名、「２級 DCプランナー（企業年金

総合プランナー）」は 3,090 名となっている。 

また、平成 27 年度から資格登録者の利便性の向上を目的として、資格登録・更新手続きのインター

ネット受付を開始し、申請者の６割以上が利用した。 

 

カ．電子メール活用能力検定試験 

電子メール活用能力検定試験は、電子メールの利用に際し、必要とされる知識や能力の習得・育成を

図り、その適切かつ有効な利用を推進するため、平成 15 年７月に創設したもの。試験の実施から採点

までのすべてを、インターネットを介してダウンロードした自動実行プログラムで行うネット試験で施

行している。 

平成 27 年度の受験者数は 69名で、合格者数は 51 名であった。 

 

キ．日商ビジネス英語検定試験 

日商ビジネス英語検定試験は、企業実務で日常的に使用する英語のビジネス文書（企画書や報告書、

契約書、提案書、電子メールによる文書など）の作成および海外取引に関する知識を有し、ITを活用し

ながら国際的にビジネスコミュニケーションを展開できる人材を育成するために、平成 15 年９月に創

設。 

平成 27 年度の受験者数は１級 26 名、２級 256 名、３級 607 名の合計 889 名で、合格者数は１級５

名、２級 125 名、３級 428 名の合計 558 名であった。 

 

ク．EC（電子商取引）実践能力検定試験 

EC 実践能力検定試験は、情報ネットワーク社会でビジネスを展開するうえで必要となる電子商取引や

電子コミュニケーション、電子認証、情報セキュリティ等の幅広い知識と実践的なスキルをもつ人材の

育成に資することを目的に、平成 16年からネット試験により施行している。 

平成 27 年度の受験者数は、１級２名、２級 14名、３級 81名の合計 97名。合格者数は、１級２名、
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２級７名、３級 53名の合計 62名であった。 

 

ケ．電子会計実務検定試験 

電子会計実務検定試験は、パソコンソフト等の活用による電子会計が、業種・業態、企業規模を問わ

ず普及していることから、企業、特に中小企業における電子会計の実践およびこれに対応できる人材の

育成に資することを目的に、平成 17 年６月に創設された。試験対応会計ソフトについては、これまで

の「勘定奉行」「弥生会計」「会計王」「PCA 会計」に加え、12 月からクラウド会計ソフトの「ClearWorks」

を導入した。クラウド会計ソフトにより試験を実施した場合、試験実施の際に会場が行っていた会計ソ

フトのインストール作業や、定期的な更新・購入が不要になるなど、会場側の費用や事務作業が軽減さ

れる。また、平成 28年３月に「電子会計実務検定指導者セミナー」を開催し、「ClearWorks」の操作方

法等について説明した。 

平成 27 年度の受験者数は上級２名、中級 604 名、初級 1,594 名の合計 2,200 名。合格者数は上級１

名、中級 455 名、初級 1,270 名の合計 1,726 名であった。 

なお、級の表記については、簿記検定の各級との違いを明確にするため、上級、中級、初級と表記し

ていたが、受験者から他の商工会議所検定と同様に級の表記を統一してほしい旨の要望が寄せられたこ

とから、平成 28年度から上級を１級、中級を２級、初級を３級との表記に変更することとした。 

 

コ．日商 PC検定試験 

日商 PC 検定試験は、IT を活用した昨今の企業実務の実態を踏まえ、単にパソコンの操作スキルを問

うだけではなく、どのように活用すれば効率的・効果的に業務を遂行できるかを問う検定で、文書作成、

データ活用分野については平成 18年度から１～３級、Basic（基礎級）を施行、プレゼン資料作成分野

については平成 23 年 10 月から３級、平成 24 年５月から２級、10 月から１級を施行している。受験者

層を拡大するため、平成 28 年１月から「EC実践能力検定試験」および「電子メール活用能力検定試験」

の合格者に対し、知識科目の免除制度を導入した。 

平成 27 年度の受験者数は文書作成分野が合計 16,253 名、合格者数は合計 12,097 名であった。デー

タ活用分野の受験者数は合計 12,816 名、合格者数は合計 9,954 名であった。プレゼン資料作成分野の

受験者数は合計 1,559 名、合格者数は合計 1,254 名であった。 

また、ネット試験会場指導者や日商マスターを対象に、企業で必要とされる ITスキルとその活用法・

指導法等の修得を支援するとともに、受験対策講座の開講を促進するため、11月 27 日(金)～28 日(土)

に「IT 指導者セミナー」、平成 28 年１月 22 日(金)～23 日(土)に「日商 PC 検定２級合格指導法セミ

ナー」を東京で開催し、計 66名が参加した。 

さらに、１級の受験者数増加に向け、平成 28 年２月 20 日(土)に「日商 PC 検定（データ活用）１級

直前対策セミナー」を開催するとともに、同検定の３分野すべての２級以上合格者に交付している「日

商 PC プロフェッショナル認定証」の取得者のうち、３分野すべての１級合格者に、IT 指導者セミナー

において「検定事業貢献表彰」を授与した。 

このほか、個人をはじめ各教育機関における３級合格に向けた学習を支援するため、会員制サイト「日

商 PC学習倶楽部」を平成 28年３月末に開設し、サンプル問題、学習アプリなど各種学習コンテンツを

提供した。 

加えて、３分野すべての２級および３級の公式テキスト・問題集を改訂し、７月から平成 28 年２月

にかけて順次発刊するとともに、学習支援の一環として、知識科目公式テキストの内容を改訂したうえ
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で、平成 28年２月にホームページに公開した。 

 

○平成 27 年度試験結果 

＜文書作成＞ 

級 受験者数（名） 合格者数（名） 合格率（％） 

１級 
２級 
３級 
Basic 

34 
3,170 
11,217 
1,832 

15
2,074
8,307
1,701

44.1
65.4
74.1
92.8

合計 16,253 12,097 － 

 

＜データ活用＞ 

級 受験者数（名） 合格者数（名） 合格率（％） 

１級 
２級 
３級 
Basic 

25 
3,057 
8,319 
1,415 

３
2,336
6,522
1,093

12.0
76.4
78.4
77.2

合計 12,816 9,954 － 

 

＜プレゼン資料作成＞ 

級 受験者数（名） 合格者数（名） 合格率（％） 

１級 
２級 
３級 

５ 
578 
976 

２
391
861

40.0
67.6
88.2

合計 1,559 1,254 － 

  
上記ア～コの各種検定試験等の認知度の向上および普及を図るために、主に以下の媒体を通じ、受験

者をはじめ関係機関（学校や企業）等に対して PRを行った。 
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種   別 部 数 等 

検定ホームページ 
http://www.kentei.ne.jp/ 

5,167万ビュー
※のべ4,671万人が利用

商工会議所検定試験ガイド（27年度版） 235,000部

PR ポスター（６種） 148,500枚

簿記検定チラシ 55,000部

リテールマーケティング（販売士）検定 
リーフレット 

51,000部

日商 PC 検定チラシ 4,000部

日商ビジネス英語検定チラシ 1,000部

検定情報ダイヤル（NTT ハローダイヤル） 
TEL:03-5777-8600 

8,267件

検定 Twitter 
https://twitter.com/jcci_kentei 

フォロワー数6,831人
平成27年度総ツイート数13,957件

日本経済新聞  平成27年４月30日朝刊  
簿記広告 

各2,750,534部※
日本経済新聞  平成27年９月１日朝刊  
販売士広告 

日経 MJ 平成27年９月２日朝刊  
販売士広告 

252,014部※

日本経済新聞  平成27年９月17日朝刊  
簿記広告 

各2,750,534部※
日本経済新聞  平成28年１月12日朝刊  
簿記広告 

読売新聞  平成28年３月３日朝刊 
簿記広告 

9,106,510部※

   ※一般社団法人日本 ABC 協会の公査した部数。 

 

さらに、大学・企業等 19ヵ所に対し、訪問による PR や検定に関する説明、検定に関するニーズのヒ

アリングや受験者拡大のための意見交換などを行った。 

 

②各種検定試験 優秀者の表彰 

平成 26年度に施行した各種検定試験の１級合格者のうち、各回の 優秀者を表彰した。 

なお、表彰式は６月 16日（火）に行った。 

※敬称略。（ ）内は受験した商工会議所名。 

 

第137回簿記 榊 富博（川崎） 

第138回簿記 田中 真実（呉） 

第42回販売士 小澤 美沙季（東京） 

日商 PC＜文書作成＞ 鈴木 恵美（松本） 

日商 PC＜データ活用＞ 河原 城二（西条） 

 

③日商マスター認定制度 

日商マスター認定制度は、実践的な IT利活用能力を備えた人材や中小企業の IT 経営を推進する人材の育

成ニーズに対応できる、高度な ITスキル、卓越した指導力、企業実務への理解を持った指導者を育成・認定
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する制度である。 

平成 27 年度は、全国各地の教育機関、企業等で IT指導にあたっている日商マスターやネット試験会場を

対象とした「IT 指導者セミナー」を 11 月 27 日（金）から 11月 28 日（土）に東京で開催した。同セミナー

では、「企業で必要とされる ITスキルとその活用法・指導法の修得」を目的に、新たに発刊された「公式テ

キスト＆問題集」を活用した日商 PC 検定の実践指導法、電子会計実務検定を活用した職業訓練カリキュラ

ム、IT 指導者としての心構えや表現技法などについて解説した。 

 

【登録者数】 

○日商マスター数（平成 28 年３月末現在）：130 名 

○日商アソシエイトマスター（平成 28年３月末現在）：５名 

 

(5) 経営改善普及事業 

①小規模事業者経営改善資金制度（マル経融資） 

平成 27 年度の商工会議所における推薦実績は 24,249 件（前年度比 104.5％）、1,551 億 3,682 万円（同

109.2％）となった（表１）。 

これによって、商工会を含めた融資実績は 43,210 件（同 107.8％）、2,495 億 6,598 万円（同 111.5％）と

なり、貸付規模 2,600 億円に対する消化率は 96.0％となった（表２、表３）。 

一方、事故率（金額ベース）については、平成 13 年２月の中小企業庁通達「小企業等経営改善資金融資制

度の貸付事故の防止等について」に基づき事故防止対策に取り組んだことなどにより、平成 27 年度末にお

いては 3.82％となり、対前年比 0.2％低下した。 

平成 21 年度から実施されている貸付限度額等の拡充措置は、関係方面への働きかけの結果、平成 26年度

以降さらなる拡充措置（貸付限度額：2,000 万円）がなされたうえで、平成 27年度末までの延長が決定した。 

平成 23 年５月から実施されている、東日本大震災により直接または間接的に被害を受け、かつ、商工会議

所・商工会等が策定する「小規模事業者債権支援方針」に沿って事業を行うことが見込まれる事業者を対象

とした特例措置（「災害マル経」：1,000 万円を別枠とし、当初３年間軽減利率を適用）は、平成 27年度の融

資実績は 634 件、金額 20億 7,460 万円となった（表４）。 

 

表１ 推薦実績 

件    数（件） 金    額（百万円） 

24,249(104.5) 155,136(109.2)

（ ）内は前年度比（％） 
 

表２ 融資実績 （含商工会） 

融資規模 融   資 消化率（％） 平均融資額 

（億円）① 件 数② 金額（百万円）③ ③／① （万円）③／② 

2,600 43,210 249,565 96.0 577 

 

表３ 金額ベースの構成比 （単位：％） 

(1) 用途別構成比 （含商工会） 

運 転 資 金 設 備 資 金 

74.6 25.4 
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(2) 新再別構成比 （含商工会） 

新 規 貸 付 再  貸  付 

38.4 61.6 

(3) 業種別構成比 （含商工会） 

小 売 業 建 設 業 製 造 業 サービス業 卸 売 業 その他 

23.8 26.2 15.4 17.0 9.2 8.5 

(4) 商工会議所・商工会別構成比 

商 工 会 議 所 商  工  会 

59.7 40.3 

 

表４ 「災害マル経」融資実績 

件    数（件） 金    額（百万円） 

634 2,076 

 

②小規模事業対策関連会議関係 

当所は、各ブロック商工会議所連合会と共催で、ブロック別の中小企業相談所長会議を開催した。同

会議と併せて当所は、「IT 活用支援」をテーマに、中小企業支援先進事例普及研修会を実施した。 

また、特定商工会議所中小企業相談所直面問題会議（「商工会議所経営指導員全国研修会」と併催）、

政令指定都市および都道府県庁所在地商工会議所中小企業相談所長会議等を開催した。 

このほか、各地商工会議所等からの要請に応じて、都道府県商工会議所連合会等の主催による諸会議、

研修会等に出席し、中小企業・小規模事業者政策や施策の 新情報などの提供支援を行った。 

 

＜小規模事業対策関連会議＞ 

開催期日 会  議  名 場 所 

７月２、３日 

 

10月８日 

10月27日 

10月30日 

11月５日 

11月９日 

11月16日 

11月25日 

11月26日 

11月30日 

１月29日 

 

特定商工会議所中小企業相談所直面問題会議（「第４回商工会議所

経営指導員 全国研修会（支援力向上全国フォーラム）」と併催） 

中国ブロック商工会議所中小企業相談所長会議 

北海道ブロック商工会議所中小企業相談所長会議 

東海ブロック商工会議所中小企業相談所長会議 

北陸信越ブロック商工会議所中小企業相談所長会議 

九州ブロック商工会議所中小企業相談所長会議 

東北ブロック商工会議所中小企業相談所長会議 

関東ブロック商工会議所中小企業相談所長会議 

四国ブロック商工会議所中小企業相談所長会議 

関西ブロック商工会議所中小企業相談所長会議 

政令指定都市および都道府県庁所在地商工会議所中小企業相談所長

会議 

東京都 

 

防府市 

帯広市 

岐阜市 

魚津市 

飯塚市 

会津若松市 

東京都 

高知市 

大阪市 

東京都 
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＜中小企業支援先進事例普及研修会＞ 

開催期日 会  議  名 場 所 

10 月９日 

10 月 28 日 

10 月 30 日 

11 月６日 

11 月 10 日 

11 月 17 日 

11 月 25 日 

11 月 27 日 

11 月 30 日 

中国ブロック中小企業支援先進事例普及研修会 

北海道ブロック中小企業支援先進事例普及研修会 

東海ブロック中小企業支援先進事例普及研修会 

北陸信越ブロック中小企業支援先進事例普及研修会 

九州ブロック中小企業支援先進事例普及研修会 

東北ブロック中小企業支援先進事例普及研修会 

関東ブロック中小企業支援先進事例普及研修会 

四国ブロック中小企業支援先進事例普及研修会 

九州ブロック中小企業支援先進事例普及研修会 

防府市 

帯広市 

岐阜市 

魚津市 

飯塚市 

会津若松市

東京都 

高知市 

大阪市 

 

＜経営安定特別相談対策関連会議＞ 

開催期日 会  議  名 場 所 

１月 26 日 

１月 27 日 

２月２日 

２月３日 

２月４日 

２月５日 

２月８日 

２月９日 

２月 12 日 

東海ブロック中小企業相談所長説明会～経営安定特別相談対策～ 

中国ブロック中小企業相談所長説明会～経営安定特別相談対策～ 

関東ブロック中小企業相談所長説明会～経営安定特別相談対策～ 

北海道ブロック中小企業相談所長説明会～経営安定特別相談対策～ 

四国ブロック中小企業相談所長説明会～経営安定特別相談対策～ 

北陸信越ブロック中小企業相談所長説明会～経営安定特別相談対策～ 

東北ブロック中小企業相談所長説明会～経営安定特別相談対策～ 

九州ブロック中小企業相談所長説明会～経営安定特別相談対策～ 

関西ブロック中小企業相談所長説明会～経営安定特別相談対策～ 

名古屋市 

広島市 

東京都 

札幌市 

高松市 

上越市 

仙台市 

福岡市 

大阪市 

 

＜都道府県商工会議所連合会等主催研修会・諸会議での説明＞ 

開催期日 会  議  名 場 所 

６月４日 

６月 18 日 

７月 1日 

７月 24 日 

８月 11 日 

11 月 30 日 

12 月３日 

12 月 14 日 

12 月８日 

２月９日 

３月３日 

３月 22 日 

京都商工会議所地域活性化推進委員委嘱総会 

広島県商工会議所連合会「小規模事業研究会」 

埼玉県商工会議所連合会「３委員会全体会議」 

茨城県内商工会議所中小企業相談所長・課長会議 

千葉県商工会議所連合会「発達支援計画に係る説明会」 

北陸信越ブロック経営指導員研修会 

22 大都市商工会議所中小企業相談所長会議 

22 大都市商工会議所中小企業相談所運営相談課長会議 

北陸信越ブロック経営指導員研修会 

柏商工会議所販促プロモーション向上塾「プレゼン大会＆異業種交流会」 

愛知県下商工会議所平成 27 年度資質向上研修会 

島根県下商工会議所金融事務担当連絡調整会議 

京都市 

竹原市 

さいたま市

水戸市 

千葉市 

中野市 

千葉市 

仙台市 

飯山市 

柏市 

豊川市 

大田市 
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(6) 研修会等 

期日 件名 参加者数 開催場所 主な内容 

①４月21日 

②５月27日 

③５月29日 

④10月９日 

TOAS 研修会 

（経理編） 

①17名 

②10名 

③11名 

④15名 

芝大門オフィス研

修室 

（東京都港区） 

○経理システムに関する解説と実習 

○質疑応答 

松本商工会議所  

情報事業部 クラウドサービスグループ 

係長 上原 勇 氏、主任 松澤 剛志 氏

４月22日 全国商工会議所経

理担当職員研修会

（初任者） 

18名 芝大門オフィス研

修室 

（東京都港区） 

「商工会議所における会計実務」 

○商工会議所会計基準について 

○日常の会計業務 

○会計の流れ（総論・仕訳実務から決算書作成 等）

４月23日 検定事業説明会 80名 コンベンション

ホール AP 浜松町

（東京都港区） 

○検定事業の再生について 

・簿記検定再生アクションプラン 

・検定事業再生プロジェクト推進モデル 

・厳正公正な施行について 

○検定事業関連システム等について 

○簿記検定に係る重要事項 

○販売士検定・資格更新に係る重要事項 

○珠算能力検定に係る重要事項 

○ネット試験に係る重要事項 

○受験者拡大に向けた取り組みについて 

・受験者増につながる検定試験サイト 

IT コーディネータ クレイポルド株式会社 

代表取締役 傳 直文 氏

・広報ツール紹介 

５月13日 

～15日 

会報編集担当者研

修会 

61名 エッサム本社ビル

（東京都千代田区）

◯会報編集の基礎 

◯会報編集の実践 

◯会報編集の視点 

日本エディタースクール 講師 西村 良平 氏

①５月15日 

②３月11日 

ジョブ・カード制

度推進事業業務連

絡会議 

第１回： 

123名 

第２回： 

122名 

①② 

くるまプラザ 

（東京都港区） 

（１）第１回会議 

①ジョブ・カード制度推進事業の平成 26 年度の 

活動実績と平成 27 年度の取り組みについて 

②平成 27 年度のジョブ・カード制度推進事業に 

ついて 

厚生労働省職業能力開発局 

実習併用職業訓練室 

室長補佐 松岡 宗寛 氏

③雇用型訓練を実施する企業を支援するに 

当たっての留意事項について 

㈱オリエント総合研究所 

主席研究員 梅北 浩二 氏

④委託費の適正な支出と業務日誌などの作成に 

当たっての留意事項について 

⑤意見・情報交換 

（２）第２回会議 

①ジョブ・カード制度推進事業の平成 27 年度の 

活動実績について 
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②キャリアアップ助成金とキャリア形成促進助成

金に関する当面の課題について 

厚生労働省職業能力開発局 

企業内人材育成支援室 

室長補佐 高際 淳一 氏

 係長 榛葉 杏子 氏

③平成 27 年度のジョブ・カード制度推進会議報告

について 

㈱オリエント総合研究所 

主席研究員 梅北 浩二 氏

④平成 27 年度の委託費を精算するための事務 

処理と報告書の作成方法について 

５月14日 税制勉強会 37名 如水会館 

（東京都千代田区）

○講演「マイナンバー制度について中小企業が準

備すべきこと」 

青木法律会計事務所 税理士  青木 丈 氏

○講演「中小企業の役割と存立意義」 

明治大学経営学部 教授 岡田 浩一 氏

①５月26日 

～27日 

②５月28日 

～29日 

③６月25日 

～26日 

TOAS 研修会（組織

団体・会費/データ

活用編） 

①13名 

②18名 

③20名 

芝大門オフィス研

修室 

（東京都港区） 

○Admin システムの各種設定に関する解説と実習 

○組織団体・会費の各種設定に関する解説と実習

○データ活用に関する各種設定と実習 

○質疑応答 

松本商工会議所 

情報事業部 クラウドサービスグループ 

係長 上原 勇 氏、主任 松澤 剛志 氏

６月３日 

～４日 

ジョブ・カード制

度推進事業担当者

研修会（新任者向

け） 

91名 くるまプラザ 

（東京都港区） 

①ジョブ・カード制度の概要について 

厚生労働省職業能力開発局 

実習併用職業訓練推進室 室長補佐 

松岡 宗寛 氏

②商工会議所が実施するジョブ・カード制度推進

事業について 

③有期実習型訓練について 

④ジョブ・カード制度に関連する助成金の概要と

申請手続きについて 

厚生労働省職業能力開発局 

実習併用職業訓練推進室 

若年者人材育成推進係長 榛葉 杏子 氏

⑤事例発表「雇用型訓練を実施する企業に対する

支援について」 

札幌商工会議所 

北海道地域ジョブ・カードセンター 

制度普及推進員 佐藤 明秀 氏

美濃加茂商工会議所 

岐阜県地域ジョブ・カードセンター 

制度普及推進員 松本 晃 氏

出雲商工会議所 

島根県地域ジョブ・カードセンター 

制度普及推進員 高木 賢一郎 氏
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広島商工会議所 

広島県地域ジョブ・カードセンター 

制度普及推進員 今村 榮一 氏

⑥委託費の取り扱いについて 

厚生労働省職業能力開発局 

実習併用職業訓練推進室 

ジョブ・カード係長 遠藤 いずみ 氏

⑦委託費の経理処理と各種報告書の作成方法に 

ついて 

⑧ジョブ・カード制度推進事業の効果的な実施 

方法について 

（株）オリエント総合研究所 

主席研究員 梅北 浩二 氏

⑨質疑応答・意見交換 

６月26日 TOAS 研修会 

（共通検索追加演

習） 

18名 芝大門オフィス研

修室 

（東京都港区） 

○データ活用に関する各種設定と実習 

○質疑応答 

松本商工会議所 

情報事業部 クラウドサービスグループ 

主任 松澤 剛志 氏

６月５日 おもてなしギフト

ショップ（EC）出店

支援担当職員説明

会 

42名 日商会議室 A 

（東京都千代田区）

(１)開会挨拶 

(２)情報プラットフォーム活用支援事業について

中小企業庁 技術・経営革新課 

(イノベーション課) 

(３)中小企業のネットショップの現状と課題 

㈱ビーシーキューブ 福村 浩也 氏

(４)おもてなしギフトショップの仕組みと出店支

援について 

①おもてなしギフトショップとは 

②おもてなしギフトショップ出店支援について

③具体的な出店支援事例と売上向上のポイント

ヤフー㈱ 小澤 富士男 氏

(５)「おもてなしギフトショップ」に係る商工会

議所の対応について 

①おもてなしギフトショップにおける運営業務に

ついて 

②出店支援セミナーの開催事務手続きについて 

日本商工会議所、横須賀商工会議所 事務局 

(６)意見交換・懇談会 

①６月８日 

～９日 

②６月11日 

～12日 

③９月３日 

～４日 

④９月７日 

～８日 

小規模企業の伴走

型支援のポイント

研修会 

①30名 

②33名 

③31名 

④27名 

①～③ 

日商会議室 A 

（東京都千代田区）

④関西経理専門学

校（大阪府大阪市）

○講義：伴走型支援とは何をすればよいのか 

○講義：企業の把握 

○講義：経営問題の定義 

○講義・演習：経営課題の抽出 

○講義：解決策の立案 

○講義・演習：解決策の評価 

○演習：事業計画の策定 

○講義・ディスカッション：実施支援とモニタリ

ング 



－443－ 

 

①６月８日 

～10日 

②11月24日 

～26日 

商工会議所貿易関

係証明業務担当者

研修会 

①70名 

②31名 

①コンファレンス

スクエアＭ＋グ

ランド（東京都

千代田区） 

②蓼科フォーラム

（長野県茅野市）

① 

・貿易関係証明業務をめぐる状況と今後の課題に

ついて 

・台湾における日本産食品の輸入規制強化に対す

る対応について 

・貿易取引の仕組みおよび貿易書類の基礎 

中矢一虎法務事務所 代表 中矢 一虎 氏

・貿易関係証明の概要と発給実務のポイントについて

大阪商工会議所  

国際部課長 松本 敬介 氏

② 

・貿易関係証明業務をめぐる状況と今後の課題に

ついて 

・貿易関係証明業務におけるセキュリティ対策に

ついて 

・「貿易取引の仕組み」および「貿易書類の基礎」

中矢一虎法務事務所 代表 中矢 一虎 氏

・「商工会議所の貿易関係証明」「原産地証明」（原

産地証明書の作成実習含む） 

・「原産地証明」（実習、グループ討議を含む） 

認証印および割印の押印実習 

・「インボイス証明」「サイン証明」 

東京商工会議所 

証明センター所長 加藤 和夫 氏

６月23日 

～24日 

平成 27 年度地域

力活用新事業∞全

国展開プロジェク

ト担当者セミナー 

70名 全国町村議員会館

（東京都千代田区）

○平成 27 年度地域力活用新事業∞全国展開プロ

ジェクト 

・【調査研究事業】事業実施にあたっての留意事項

説明 

○平成 27 年度地域力活用新事業∞全国展開プロ

ジェクト 

・事務手続き説明①（今年度のスケジュール、側

面支援事業、コンプライアンス等） 

○「展示会・商談会で商談成約を勝ち取る商品開

発の極意」 

株式会社バイヤーズ・ガイド 

代表取締役社長 永瀬 正彦 氏

○「地域におけるクラウドファンディングの可能性」

株式会社サーチフィールド 

取締役 FAAVO 事業部責任者 齋藤 隆太 氏

○平成 27 年度地域力活用新事業∞全国展開プロ

ジェクト 

・【本体事業１・２年目】事業実施にあたっての留

意事項説明 

○「地域資源を活用した地域活性化について」 

大和高田商工会議所 

にぎわい大和高田推進課 課長 森田 美穂 氏

○「地域経済分析システム（RESAS）の紹介」 

経済産業省 地域経済産業グループ 
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地域経済産業調査室 

 分析係長 下山 英澄 氏

○平成 27 年度地域力活用新事業∞全国展開プロ

ジェクト 

・事務手続き説明②（予算執行に係る留意事項に

ついて） 

○視察研修：日本百貨店しょくひんかん 

①６月23日 

②６月27日 

GS1 事業者コード

（JAN 企業コード）

登録受付業務担当

者説明会  

①57名 

②37名 

①TKP ガーデンシ

ティ品川（東京

都港区） 

②大阪商工会議所

（大阪府大阪市）

○「JAN コードの基礎知識（ビデオ上映含む）」 

一般財団法人 流通システム開発センター 

コード管理部 コード登録管理グループ 

○「登録受付業務の手順等の説明とコンプライア

ンス徹底のお願い」 

○「登録受付事務処理のチェックポイント」 

一般財団法人 流通システム開発センター 

コード管理部 コード登録管理グループ 

①北海道  

７月28日 

②東北   

７月６日 

③北陸信越 

７月８日 

④関東   

６月26日 

⑤関東   

７月29日 

⑥東海   

７月10日 

⑦近畿   

７月17日 

⑧中国   

７月23日 

⑨四国   

７月22日 

⑩九州・沖縄 

７月24日 

「消費税転嫁対策

窓口相談等事業」

経営指導員向け研

修会 

①24名 

②32名 

③30名 

④36名 

⑤37名 

⑥38名 

⑦38名 

⑧39名 

⑨16名 

⑩47名 

①札幌商工会議所

（北海道札幌市）

②仙台商工会議所

（宮城県仙台市）

③ホテルハイマート

（新潟県上越市）

④東京駅前カン

ファレンスセン

ター（東京都中

央区） 

⑤東京駅前カン

ファレンスセン

ター（東京都中

央区） 

⑥名古屋商工会議

所（愛知県名古

屋市） 

⑦大阪商工会議所

（大阪府大阪市）

⑧高松商工会議所

（香川県高松市）

⑨福岡商工会議所

（福岡県福岡市）

○平成 26 年度事業実績および平成 27 年度事業概

要について 

○転嫁拒否等事例解説 

○マイナンバー制度導入実務対応について 

○ディスカッション：経営相談の事例研究 

７月２日 

～３日 

「第４回商工会議

所経営指導員 全

国研修会（支援力

向上全国フォーラ

ム）」（平成 27 年度

特定商工会議所中

小企業相談所直面

問題会議） 

193名 ニューピアホール

（東京都港区） 

○小規模事業者の事業計画策定支援の具体的方法

について 

○グループワーク・発表：決算書から明らかにす

る経営状況分析 

○市場調査支援による実践・簡単エリアマーケ

ティング 

○小規模事業者の需要・販路開拓支援の具体的方

法について 

○【事例発表】事前予約型個別商談会「伊達な商
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談会」について 

○グループワーク・発表：小規模事業者の需要・

販路開拓支援の課題と対策 

○パネルディスカッション：商工会議所の取り組

む経営発達支援について 

①７月８日 

②７月21日 

③７月27日 

④９月２日 

⑤９月９日 

⑥９月10日 

～海外展開サポー

トプラン～担当者

説明会 

①４名 

②19名 

③４名 

④８名 

⑤13名 

⑥３名 

①名古屋商工会議所

（愛知県名古屋市）

②大阪商工会議所

（大阪府大阪市）

③広島商工会議所

（広島県広島市）

④福岡商工会議所

（福岡県福岡市）

⑤東京商工会議所

（東京都千代田区）

⑥ 

○セミナー「海外取引リスクの現状と対応について」

○「海外展開サポートプラン」について 

（１）輸出取引信用保険制度 

（２）中小企業海外 PL 保険制度 

○その他（今後の保険制度の方向性について等）

①７月８日 

②７月17日 

ジョブ・カード制

度推進事業新しい

業務に関する説明

会 

①107名 

② 92名 

①ホテルハイマー

ト（新潟県上越市）

②くるまプラザ 

（東京都港区） 

（１）第１回説明会 

①ジョブ・カードの見直しと今後の対応について

厚生労働省職業能力開発局 

実習併用職業訓練推進室 

室長補佐 松岡 宗寛 氏

②ジョブ・カードを活用した在職労働者の実務能

力の評価とキャリア・コンサルティング等を実

施する企業に対する支援業務について 

厚生労働省職業能力開発局  

育成支援課 課長補佐 山口 正行 氏

③意見・情報交換 

（２）第２回説明会 

①ジョブ・カードの見直しと今後の対応について

厚生労働省職業能力開発局 

実習併用職業訓練推進室 

室長補佐 松岡 宗寛 氏

②ジョブ・カードを活用した在職労働者の実務能

力の評価とキャリア・コンサルティング等を実

施する企業に対する支援業務について 

厚生労働省職業能力開発局 

育成支援課 課長補佐 山口 正行 氏

③意見・情報交換 

①７月21日 

～22日 

②11月５日 

～６日 

経営安定対策事業

研修会 

①43名 

②36名 

①アジュール竹芝

（東京都港区） 

②ルミアモーレ

（東京都港区） 

①経営安定対策及びBCP策定推進への取組について

・経営再建計画の考え方と作成手法 

・経営指導員向け中小企業 BCP 策定運用指針につ

いて 

②事業承継方法・対策について 

・経営安定特別相談事業の動向および BCP への取

組状況について 

７月28日 

～29日 

地域ビジョン策定

研修会 

21名 日商会議室 A 

（東京都千代田区）

○１日目 

・地方創生の真の目的と進捗状況、商工会議所へ
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の期待 

・地域経済分析の方法 

・地域ビジョンのつくり方 

○２日目 

・地域ビジョンのつくり方（グループワーキング）

・先進的な取り組み紹介 

７月28日 

～29日 

経理担当職員研修

会（広島県） 

16名 広島商工会議所 

（広島県広島市） 

○商工会議所運営におけるコンプライアンスの徹

底について 

・会計処理に係るコンプライアンス徹底マニュア

ルについて 

・商工会議所事業における消費税率引上げ分の適

切な転嫁について 

○商工会議所会計実務について① 

・商工会議所会計基準の解説 

・特定退職金共済制度特別会計の貸借対照表およ

び注記事項の作成方法 

○商工会議所会計実務について② 

・決算書作成におけるチェックポイント 

・決算書作成ワーク 

○商工会議所会計実務について③ 

・各地商工会議所における事例研究 

○商工会議所税務の基礎知識 

・消費税 

・特定退職金共済制度および生命共済制度の税務

処理 

・法人税 

７月30日 

～31日 

商工会議所管理職

研修会 

45名 フクラシア東京ス

テーション 

（東京都千代田区）

○商工会議所の課題・現状と管理職に求めること

○商工会議所におけるマイナンバー制度への対応

について 

・牛島総合法律事務所 

弁護士 藤村 慎也 氏

○情報セキュリティー（サイバー攻撃、個人情報

保護、コンプライアンス等）について 

・（一財）日本情報経済社会推進協会（JIPDEC） 

常務理事･電子情報利活用研究部 

部長 坂下 哲也 氏

○商工会議所の政策要望活動と政策決定プロセス

について 

○組織活性化のための部下のモチベーションアップ

ICF 認定プロフェッショナルコーチ 

小野 仁美 氏

○組織活性化のための部下のモチベーションアップ

ICF 認定プロフェッショナルコーチ 

小野 仁美 氏

８月７日 地域力活用新事業

∞全国展開プロ

ジェクト担当者セ

14名 日商会議室 A 

（東京都千代田区）

○平成 27 年度地域力活用新事業∞全国展開プロ

ジェクト 

・事務手続き説明①（今年度のスケジュール、側
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ミナー（追加募集

分） 

面支援事業、コンプライアンス等） 

○「糸魚川固有の資源『糸魚川ヒスイ』の歴史と

イメージを活用した観光振興」 

糸魚川商工会議所 

総務課長 野本 宏一 氏

○「地域を活かすブランドのはじめかた・そだてかた」

株式会社生産者直売のれん会 

代表取締役社長 黒川 健太 氏

○平成 27 年度地域力活用新事業∞全国展開プロ

ジェクト 

・事務手続き説明②（予算執行に係る留意事項に

ついて） 

①９月９日 

②11月５日 

③11月12日 

④12月17日 

⑤２月10日 

⑥２月12日 

⑦２月12日 

平成 27 年度中小

企業情報セキュリ

ティセミナー 

①34名 

②25名 

③23名 

④17名 

⑤67名 

⑥35名 

⑦32名 

①さいたま商工会議

所（埼玉県さいた

ま市） 

②③龍野経済交流

センター（兵庫県

たつの市） 

④新居浜商工会議

所（愛知県新居

浜市） 

⑤広島商工会議所

（広島県広島市）

⑥⑦福山商工会議

所（広島県福山市）

① 新版！情報セキュリティの脅威と対策 

②情報セキュリティ対策 10 大脅威コース 

③情報セキュリティ対策 マネジメントコース 

 利用者としての対策編 

④ 近の脅威と企業を守る具体的対策 

⑤情報セキュリティ対策 10 大脅威コース 

⑥情報セキュリティ対策 10 大脅威コース 

⑦標的型メール攻撃」に向けたシステム設計策～

攻略されないシステム設計策の考え方～ 

①９月29日 

②10月６日 

③10月７日 

公益財団法人日本

容器包装リサイク

ル協会からの委託

業務に関する研修

会 

①32名 

②30名 

③52名 

①②アジュール竹

芝（東京都港区）

③大阪商工会議所

（大阪府大阪市）

○容器包装リサイクル制度について 

公益財産法人日本容器包装リサイクル協会

○委託業務について（申込受付業務の流れと具体

的手順他）、普及啓発業務について(各地取組事

例）、問合せから学ぶ事業者への対応等 

公益財団法人日本容器包装リサイクル協会、

日本商工会議所

○オンラインシステム“REINS”の入力方法と注意

点等について 

公益財団法人日本容器包装リサイクル協会

○分科会 

○分科会報告 

○質疑応答および諸連絡 

○個別相談会 

10月７日 

～９日 

全国商工会議所経

理担当職員研修会

（初級・中級） 

44名 フクラシア東京ス

テーション 

（東京都千代田区）

○商工会議所税務の基礎知識 

○商工会議所の会計実務について 

○情報交換会 

①９月２日 

②10月７日 

③10月８日 

④10月９日 

⑤10月２日 

商工会議所情報セ

キュリティ対策担

当職員研修会 

295名 ①茨木商工会議所

（大阪府茨木市）

②ホテルさっぽろ

芸文館（北海道

札幌市） 

（１）標的型サイバー攻撃の仕組みと対策 

独立行政法人情報処理推進機構(IPA) 

技術本部 セキュリティセンター 

主任研究員 渡辺 貴仁 氏

（２）商工会議所における情報セキュリティへの体
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⑥10月30日 

⑦10月23日 

⑧10月22日 

⑨10月21日 

③仙台商工会議所

（宮城県仙台市）

④ホテルハイマー

ト（新潟県上越市）

⑤くるまプラザ 

（東京都港区） 

⑥名古屋商工会議所

（愛知県名古屋市）

⑦高松商工会議所

（香川県高松市）

⑧広島商工会議所

（広島県広島市）

⑨福岡商工会議所

（福岡県福岡市）

制整備 

（３）商工会議所における具体的な情報セキュリ

ティ対策 

株式会社スマイルワークス  

代表取締役社長 坂本 恒之 氏

（４）質疑応答・意見交換 

①10月21日 

～22日 

②11月５日 

～６日 

③11月16日 

～17日 

④11月30日 

～12月１日 

⑤12月10日 

～11日 

⑥１月14日 

～15日 

平成 27 年度地域

力活用新事業∞全

国展開プロジェク

ト人材育成事業研

修会 

①５名 

②11名 

③13名 

④14名 

⑤13名 

⑥15名 

①北海道富良野市

内各地 

②高知県安芸市内

各地 

③岡山県西粟倉・

真庭市内各地 

④佐賀県伊万里市

内各地 

⑤埼玉県川越市内

各地 

⑥日本商工会議所

（東京都千代田区）

①200 万人を呼び込む地域の核づくり、フラノマ

ルシェの奇跡 

・「フラノマルシェと名物づくり」 

ふらのまちづくり株式会社 

代表取締役社長 西本 伸顕 氏

（富良野商工会議所 副会頭）

・視察研修：フラノマルシェ、ふらのぶどう果樹

研究所、富良野チーズ工房 

・「新中活法に基づいたまちづくり会社による事

業展開」 

富良野市 経済部 商工観光室 

中心街整備推進課 課長 黒崎 幸裕 氏

②村の資源「森」と「柚子」で高付加価値農業を実

現した馬路村 

・「ストローファーム」講演・工場視察 

山のくじら舎 代表 荻野 和徳 氏

・「馬路村農協」講演・工場視察 

馬路村農協 代表理事組合長 東谷 望史 氏

・「菊水酒造」講演・工場視察 

菊水酒造株式会社 

総務部 部長 春田 和城 氏

・「デザインで地域を変える」 

梅原デザイン事務所 代表 梅原 真 氏

③「里山資本主義」で地域再生 

・「森の学校」講演・視察 

西粟倉・森の学校 暮らし創造部 

坂田 憲治 氏

・「西粟倉村での起業について」 

木工房ようび 代表取締役 大島 正幸 氏

・「銘建工業株式会社」講演・視察 

銘建工業株式会社 

取締役総務部長 安東 真吾 氏

・ワークショップ 

④地域資源を活用した体験型観光、伝統工芸、食
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で松浦・伊万里の地域ブランドを確立 

・「道の駅まつうら海のふるさと館」「松浦党の里」

視察 

・「事業展開の経緯について」 

まつうら党交流公社 

前統括本部長 和田 光正 氏

・「現地受入担い手との意見交換」 

田代グリーンツーリズム研究会 

会長 岩木 保徳 氏

・「鍋島焼の伝統と革新 ～地域活性への取り組み～」

有限会社畑萬陶苑 

代表取締役社長 畑石 眞嗣 氏

・「全国展開プロジェクトの取り組みについて」 

伊万里商工会議所 

経営革新支援課 専門官 平松 保男 氏

⑤小江戸“川越”ブランドの徹底追及で持続的な

地域づくりを推進 

・「バス事業を通じた観光まちづくり」 

イーグルバス株式会社 

代表取締役 谷島 賢 氏

・「川越唐桟の展開」 

公益社団法人小江戸川越観光協会 

専務理事 加藤 忠正 氏

株式会社丸広百貨店 

本店営業第２部 部長 松上 和男 氏

株式会社ナカシン紙商 

代表取締役社長 小林 揚子 氏

呉服笠間 四代目 笠間 美寛 氏

川越商工会議所 

経営支援部 主査 江田 哲也 氏

日経 BP ヒット総合研究所 

上席研究員 渡邊 和博 氏

・「COEDO ビールのブランディング」 

株式会社協同商事 コエドブルワリー 

代表取締役兼 CEO 朝霧 重治 氏

⑥総括「地域資源磨き上げ・ビジネスモデルの創

発に関するノウハウ・気づき」 

・「経済報道番組にとって魅力的な地域発の情報

発信とは何か 

株式会社テレビ東京 

報道局 ニュースセンター 

経済部長兼 WBS チーフプロデューサー 

名倉 幸治 氏

・「今年の個人消費の行方を追う」 

株式会社日本経済新聞社 

編集局 消費産業部 編集委員 田中 陽 氏

・「地域資源の活用とインキュベーション」 

台東デザイナーズビレッジ 
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村長 鈴木 淳 氏

①②    

10月27日 

③10月28日 

④⑤    

11月４日 

⑥11月５日 

平成 27 年度地域

力活用新事業∞全

国展開プロジェク

ト 販路拡大セミ

ナー 第１回 

①４名 

②５名 

③７名 

④６名 

⑤14名 

⑥９名 

①金沢商工会議所

（石川県金沢市）

②大阪商工会議所

（大阪府大阪市）

③ワークピア広島

（広島県広島市）

④ホテルさっぽろ

芸文館（北海道

札幌市） 

⑤福岡商工会議所

（福岡県福岡市）

⑥AP東京八重洲通り

（東京都中央区）

○基調講演 

・商品開発・地域活性化専門化特別講座「地域商

品の売り方」 

①沖縄物産コーディネーター 池村 博隆 氏 

②株式会社パイロットフィッシュ 

代表取締役 五日市 知香 氏

③株式会社ファームステッド 

代表取締役 長岡 淳一 氏

④株式会社オアゾ 

代表取締役 松田 龍太郎 氏

⑤株式会社バイヤーズ・ガイド 

代表取締役社長 永瀬 正彦 氏

⑥有限会社 M&D 研究所 

代表取締役 濱田 晴子 氏

○講座 

・FCP 展示会・商談会シートの書き方講座「書いて

伝えよう！！商品の魅力」 

①～⑥事務局（(株)アール・ピー・アイ） 

○個別相談 

・専門家による個別相談 

①沖縄物産コーディネーター   池村 博隆 氏 

②株式会社パイロットフィッシュ 

代表取締役 五日市 知香 氏

③株式会社ファームステッド 

代表取締役 長岡 淳一 氏

④株式会社オアゾ 

代表取締役 松田 龍太郎 氏

⑤株式会社バイヤーズ・ガイド 

代表取締役社長 永瀬 正彦 氏

⑥有限会社 M&D 研究所 

代表取締役 濱田 晴子 氏

・事業オリエンテーション 

①～⑥事務局（(株)アール・ピー・アイ） 

・FCP 展示会・商談シートの記入相談 

⑤，⑥事務局（(株)アール・ピー・アイ） 

①北海道  

10月27日 

～28日 

②東北   

11月16日 

～17日 

③北陸信越 

11月５日 

～６日 

④関東   

11月25日 

ブロック別中小企

業相談所長会議 

① 42名 

② 50名 

③ 49名 

④105名 

⑤ 56名 

⑥ 78名 

⑦ 56名 

⑧ 32名 

⑨ 74名 

①ホテルグランテ

ラス（北海道帯

広市） 

②会津若松ワシン

トンホテル（福島

県会津若松市） 

③ホテルグランミ

ラージュ（富山県

魚津市） 

④日本商工会議所

（東京都千代田区）

・総括説明（平成 28 年度中小企業関係予算の概算

要求等） 

・各都道府県における小規模企業対策の状況につ

いて（平成 27 年度予算化状況等） 

・民法改正の動向について 

・その他 



－451－ 

 

⑤東海   

10月30日 

⑥関西   

11月30日 

⑦中国   

10月８日 

～９日 

⑧四国   

11月26日 

～27日 

⑨九州   

11月９日 

～10日 

⑤岐阜商工会議所

（岐阜県岐阜市）

⑥大阪新阪急ホテ

ル（大阪府大阪市）

⑦アパホテル山口

防府（山口県防

府市） 

⑧高知商工会議所

（高知県高知市）

⑨のがみプレジデ

ントホテル（福

岡県飯塚市） 

①北海道  

10月27日 

～28日 

②東北   

11月16日 

～17日 

③北陸信越 

11月５日 

～６日 

④関東   

11月25日 

⑤東海   

10月30日 

⑥関西   

11月30日 

⑦中国   

10月８日 

～９日 

⑧四国   

11月26日 

～27日 

⑨九州   

11月９日 

～10日 

ブロック別中小企

業支援先進事例普

及研修会 

①41名 

②48名 

③47名 

④94名 

⑤56名 

⑥78名 

⑦52名 

⑧32名 

⑨69名 

①ホテルグランテ

ラス（北海道帯

広市） 

②会津若松ワシン

トンホテル（福島

県会津若松市） 

③ホテルグランミ

ラージュ（富山県

魚津市） 

④日本商工会議所

（東京都千代田区）

⑤岐阜商工会議所

（岐阜県岐阜市）

⑥大阪新阪急ホテ

ル（大阪府大阪市）

⑦アパホテル山口

防府（山口県防

府市） 

⑧高知商工会議所

（高知県高知市）

⑨のがみプレジデ

ントホテル（福

岡県飯塚市） 

○講演：小規模事業者の「稼ぐ力」を支援する！

今や必須の IT 活用支援 

11月５日 

～６日 

全国商工会議所経

理担当管理職研修

会（管理職等） 

27名 日商会議室 A 

（東京都千代田区）

商工会議所における会計実務について 

・総論 

・企業会計との相違点と共通点 

・各地商工会議所の事例研究 

・収支決算書作成における確認ポイント（貸借対

照表を用いた点検方法） 

・特定退職金共済制度に関する貸借対照表の確認

ポイント（保険会社からの運用報告の読み方）

・プレミアム商品券の会計処理 

・リース会計について「消費税と法人税の実務と
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決算申告手続のポイント」① 

・一括比例方式と個別対応方式について（消費税）

・個別対応方式における課税仕入区分の具体例 

・消費税・法人税の申告書等の確認ポイント 

（法人税課税・非課税区分、区分経理、収益事業

における人件費配賦、公益法人等に対する課税

の特例） 

・共済手数料の扱い、課税売上に準ずる割合 

「消費税と法人税の実務と決算申告手続のポイ

ント」 

・特定退職金共済制度について 

・プレミアム商品券の課税関係について 

・会館建設の課税関係 

・消費税転嫁と源泉税の実務 等 

11月11日 経理担当職員研修

会（兵庫県） 

20名 神戸商工会議所 

（兵庫県神戸市） 

○商工会議所運営におけるコンプライアンスの 

徹底について 

・会計処理に係るコンプライアンス徹底マニュア

ルについて 

・商工会議所事業における消費税率引上げ分の 

適切な転嫁について 

○商工会議所会計実務について① 

・商工会議所会計基準の解説 

・特定退職金共済制度特別会計の貸借対照表およ

び注記事項の作成方法 

・決算書作成におけるチェックポイント 

・決算書作成ワーク 

○商工会議所会計実務について② 

・各地商工会議所における事例研究 

○商工会議所税務実務について① 

・消費税 

○商工会議所税務実務について② 

・共済制度における税務 

・法人税 

・プレミアム商品券における会計・税務 

11月27日 平成 27 年度労働

セミナー 

20名 東京商工会議所 

（東京都千代田区）

・今後の労働政策の動向について 

厚生労働省 政策統括官付 

労働政策担当参事官室 佐藤 俊 氏

・労働法制に関する商工会議所の考え方について

・中小企業が知っておくべき労働法と社会保険～

労務管理の基礎知識からトラブル事例まで～ 

東京社会保険労務士法人 社会保険労務士 

講師：斎藤 清二 氏

11月30日 

～12月２日 

マル経等基礎研修

会 

65名 アジュール竹芝 

（東京都港区） 

①商工会議所におけるマル経融資の重要性・意義

および推進方法について 

②マル経融資推薦書・推薦付属書等の記入および

検討のポイントについて 

③マル経の限度額拡充に関する留意事項 
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12月１日 

～２日 

経理担当職員研修

会（山口県） 

24名 下関商工会議所 

（山口県下関市） 

○商工会議所運営におけるコンプライアンスの 

徹底について 

・会計処理に係るコンプライアンス徹底マニュア

ルについて 

・商工会議所事業における消費税率引上げ分の 

適切な転嫁について 

○商工会議所税務実務について① 

・消費税 

○商工会議所税務実務について② 

・法人税 

○商工会議所税務実務について③ 

・共済制度における税務 

・プレミアム商品券における会計・税務 

・源泉所得税、復興特別所得税 

・その他の主な税目 

○商工会議所会計実務について 

・商工会議所会計基準の解説 

・特定退職金共済制度特別会計の貸借対照表およ

び注記事項の作成方法 

・決算書作成におけるチェックポイント 

12月３日 

～４日 

経理担当職員研修

会（岩手県） 

16名 盛岡グランドホテ

ルアネックス 

（岩手県盛岡市） 

○商工会議所運営におけるコンプライアンスの徹

底について 

・会計処理に係るコンプライアンス徹底マニュア

ルについて 

・商工会議所事業における消費税率引上げ分の適

切な転嫁について 

○商工会議所会計実務について① 

・商工会議所会計基準の解説 

・特定退職金共済制度特別会計の貸借対照表およ

び注記事項の作成方法 

・決算書作成におけるチェックポイント 

○商工会議所会計実務について② 

・決算書作成ワーク 

・各地商工会議所における事例研究 

○商工会議所税務実務について① 

・消費税 

○商工会議所税務実務について② 

・共済制度における税務 

・法人税 

・プレミアム商品券における会計・税務 

12月３日 

～４日 

創業支援担当者研

修会 

49名 フクラシア東京ス

テーション 

（東京都千代田区）

○パネルディスカッション：創業塾・スクール開

催における今回の状況と今後の対策 

○講演：地域商工会議所と地域創業支援の意味と価値

○講演：創業希望者に対する講座企画と集客・運

営・会員化促進ノウハウ 

○演習：創業相談時の初期対応実務 

○講演：創業を失敗させない試み、リーンスター
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トアップ 

○演習：リーンスタートアップ（ビジネスモデル策定）

○まとめ 

①12月３日 

～４日 

②12月10日 

～11日 

会員増強研修会 ①19名 

②30名 

①くるまプラザ 

（東京都港区） 

②大阪商工会議所

（大阪府大阪市）

○１日目 

＜講演＞ 

・商工会議所が直面する課題（組織運営面を中心に）

・地方創生・企業の成長に向けた商工会議所への

期待と果たすべき役割 

＜講演＆グループディスカッション＞ 

・会員増強の全プロセスに影響する２つの重要事項

・基盤強化における３つの要素（入会、退会予防、

退会慰留） 効果的な退会予防策とは 

・基盤強化における３つの要素（入会、退会予防、

退会慰留） 効果的な退会慰留策は 

○２日目 

<講演＆ロールプレイング＞ 

・成果を出す会員増強プロセス 

＜会員増強ロールプレイング＞ 

・ケーススタディを使った会員増強ロールプレイ

ング 

＜講演＞ 

・各地商工会議所の会員増強・退会慰留の先進的

な取り組み 

・日商として検討している会員増強・退会慰留策

'＜グループワーク＞ 

・会員増強の課題、問題の抽出と対応案策定 

'＜講義＆グループ発表＞ 

・全体講評 

①12月３日 

②12月８日 

③12月９日 

④12月14日 

平成 27 年度地域

力活用新事業∞全

国展開プロジェク

ト 販路拡大セミ

ナー 第２回 

①２名 

②３名 

③８名 

④４名 

①ワークピア広島

（広島県広島市）

②AP東京八重洲通り

（東京都中央区）

③福岡商工会議所

（福岡県福岡市）

④ホテルさっぽろ

芸文館（北海道

札幌市） 

○秋葉原「日本百貨店しょくひんかん」テストマー

ケティングの実施概要 

①～④事務局（(株)アール・ピー・アイ） 

○個別相談 

・専門家による個別相談 

①株式会社ファームステッド 

代表取締役 長岡 淳一 氏

②有限会社 M&D 研究所 

代表取締役 濱田 晴子 氏

③株式会社パイロットフィッシュ 

代表取締役 五日市 知香 氏

④株式会社オアゾ 

代表取締役 松田 龍太郎 氏

・FCP 展示会・商談シートの記入相談 

①～④事務局（(株)アール・ピー・アイ） 

12月７日 

～８日 

平成 27 年度まち

づくりセミナー 

20名 大分県大分市・竹

田市 

・大分商工会議所

（株）大分まちな

○「人口減少時代の都市経営」 

和歌山大学 教授 足立 基浩 氏

○「大分まちなか倶楽部の取り組み」 

(株)大分まちなか倶楽部 タウンマネージャー
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か倶楽部（大分

県大分市） 

・竹田商工会議所

まちづくりたけ

た（株）（大分県

竹田市） 

牧 昭市 氏

○全体ディスカッション 

○「『稼ぐまち』はこう創る」 足立氏、牧氏 

○竹田 CCI・まち会社による取組 

竹田商工会議所、まちづくりたけた㈱ 

12月７日 

～８日 

商工会議所中堅職

員研修会 

29名 AP 東京丸の内 

（東京都千代田区）

○商工会議所の現状・課題と職員に求めること 

○商工会議所の歴史と事業、コンプライアンス 

（情報セキュリティ対策を含む）について 

○各地商工会議所に日商から提供する各種情報・

サービスについて 

○後輩育成指導と組織事業を活性化する力 

（ビジネスマネージャー）を育てる 

ICF 認定 プロフェッショナルコーチ 

小野 仁美 氏

ソルプレーサ 代表 渥美 直子 氏

○発表：決意表明 

12月７日 

～８日 

商工会議所若手職

員研修会 

57名 AP 東京丸の内 

（東京都千代田区）

○商工会議所の現状・課題と職員に求めること 

○商工会議所の歴史と事業、コンプライアンス 

（情報セキュリティ対策を含む）について 

○各地商工会議所に日商から提供する各種情報・

サービスについて 

○ビジネスコミュニケーション・実践力強化研修

人材育成コンサルタント 水谷 伊久子 氏

○発表：決意表明 

12月８日 経理担当職員研修

会（富山県） 

20名 富山商工会議所 

（富山県富山市） 

○商工会議所運営におけるコンプライアンスの徹

底について 

・会計処理に係るコンプライアンス徹底マニュア

ルについて 

・商工会議所事業における消費税率引上げ分の適

切な転嫁について 

○商工会議所会計実務について① 

・商工会議所会計基準の解説 

・特定退職金共済制度特別会計の貸借対照表およ

び注記事項の作成方法 

・決算書作成におけるチェックポイント 

・リース会計について 

○商工会議所会計実務について② 

・決算書作成ワーク 

・各地商工会議所における事例研究 

○商工会議所税務の基礎知識 

・消費税 

・特定退職金共済制度および生命共済制度の税務

処理 

・法人税 

12月８日 経理担当職員研修

会（島根県） 

21名 松江商工会議所 

（島根県松江市） 

○商工会議所運営におけるコンプライアンスの徹

底について 
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・会計処理に係るコンプライアンス徹底マニュア

ルについて 

・商工会議所事業における消費税率引上げ分の適

切な転嫁について 

○商工会議所会計実務について 

・商工会議所会計基準の解説 

・特定退職金共済制度特別会計の貸借対照表およ

び注記事項の作成方法 

・決算書作成におけるチェックポイント 

・リース会計について 

○商工会議所税務実務について 

・消費税 

・共済制度における税務 

・法人税 

12月11日 経理担当職員研修

会（佐賀県） 

21名 佐賀商工会議所 

（佐賀県佐賀市） 

○商工会議所運営におけるコンプライアンスの 

徹底について 

・会計処理に係るコンプライアンス徹底マニュア

ルについて 

・商工会議所事業における消費税率引上げ分の 

適切な転嫁について 

○商工会議所会計実務について① 

・商工会議所会計基準の解説 

・特定退職金共済制度特別会計の貸借対照表およ

び注記事項の作成方法 

○商工会議所会計実務について② 

・各地商工会議所における事例研究 

・決算書作成におけるチェックポイント 

・決算書作成ワーク 

○商工会議所税務実務について① 

・消費税 

○商工会議所税務実務について② 

・プレミアム商品券における会計・税務 

・共済制度における税務 

・法人税 

12月15日 経理担当職員研修

会（静岡県） 

24名 静岡商工会議所 

（静岡県静岡市） 

○商工会議所運営におけるコンプライアンスの 

徹底について 

・会計処理に係るコンプライアンス徹底マニュア

ルについて 

・商工会議所事業における消費税率引上げ分の 

適切な転嫁について 

○商工会議所会計実務について① 

・商工会議所会計基準の解説 

・特定退職金共済制度特別会計の貸借対照表およ

び注記事項の作成方法 

・決算書作成におけるチェックポイント 

・決算書作成ワーク 

○商工会議所会計実務について② 
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・各地商工会議所における事例研究 

○商工会議所税務実務について① 

・消費税 

○商工会議所税務実務について② 

・共済制度における税務 

・法人税 

・プレミアム商品券における会計・税務 

12月15日 地域力活用新事業

∞全国展開プロ

ジェクト共同展示

商談会「feel NIPPON 

春 2016」出展者説

明会 

14名 東京ビッグサイト

（東京都江東区） 

○現場スケジュールと小間位置について 

○説明会から出展および会期中のスケジュールに

ついて 

○各種申し込みに関する注意事項 

○「feel NIPPON 出展を活用した販路開拓について」

伊万里商工会議所 

経営革新支援課 専門官 平松 保男 氏

①４月３日 

②４月６日 

③８月３日 

④１月８日 

経営発達支援計画

策定研修会 

①104名 

② 62名 

③185名 

④ 85名 

フクラシア東京ス

テーション 

（東京都千代田区）

○経営発達支援計画について 

○経営発達支援計画の策定にあたり留意すべき点

○経営発達支援計画策定のポイント 

１月18日 経理担当職員研修

会（熊本県） 

23名 熊本商工会議所 

（熊本県熊本市） 

○商工会議所運営におけるコンプライアンスの徹

底について 

・会計処理に係るコンプライアンス徹底マニュア

ルについて 

・商工会議所事業における消費税率引上げ分の適

切な転嫁について 

○商工会議所会計実務について① 

・商工会議所会計基準の解説 

・特定退職金共済制度特別会計の貸借対照表およ

び注記事項の作成方法 

・決算書作成におけるチェックポイント 

・決算書作成ワーク 

○商工会議所会計実務について② 

・各地商工会議所における事例研究 

○商工会議所税務実務について① 

・消費税 

○商工会議所税務実務について② 

・共済制度における税務 

・法人税 

・プレミアム商品券における会計・税務 

①北海道  

１月19日 

②東北   

12月７日 

③北陸信越 

９月29日 

④関東   

６月29日 

⑤東海   

平成 27 年度商工

会議所観光連絡担

当ブロック別研修

会 

①28名 

②43名 

③38名 

④70名 

⑤54名 

⑥33名 

⑦38名 

⑧23名 

⑨34名 

①ホテルモントレ

エーデルホフ札幌

（北海道札幌市） 

②仙台商工会議所

（宮城県仙台市）

③ホテルラング

ウッド新潟（新

潟県新潟市） 

④東京商工会議所

○日本商工会議所からの講演・説明 

・「観光立地域による地域活性化」 

・「商工会議所観光ネットワーク（CCI 観光 NET）」

の構築に向けて」 

・その他 

○各ブロック毎に講演、事例発表、意見交換等 
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10月６日 

⑥関西   

２月８日 

⑦中国   

11月25日 

～26日 

⑧四国   

10月20日 

⑨九州   

９月３日 

～４日 

（東京都千代田区）

⑤名古屋商工会議所

（愛知県名古屋市）

⑥大阪商工会議所

（大阪府大阪市）

⑦ANAクラウンプ

ラザホテル広島

（広島県広島市）

⑧高松商工会議所

（香川県高松市）

⑨ホテルニューガ

イアオームタ

ガーデン（福岡

県大牟田市） 

①１月26日 

②１月28日 

③１月27日 

平成 27 年度地域

力活用新事業∞全

国展開プロジェク

ト 販路拡大セミ

ナー 第３回 

①６名 

②４名 

③５名 

①福岡商工会議所

（福岡県福岡市）

②AP東京八重洲通り

（東京都中央区）

③ホテルさっぽろ

芸文館（北海道

札幌市） 

○スーパーマーケット・トレードショーオリエン

テーション 

○個別相談 

・バイヤーによる個別相談 

①有限会社ケイ・エス・ジー・サービス 

大友 照子 氏

 有限会社アグリサポートシステム 

平山 明子 氏

③株式会社丸井三越      池田 純 氏

 株式会社東急百貨店     諸永 淳 氏

・専門家による個別相談 

②有限会社 M&D 研究所 

代表取締役 濱田 晴子 氏

・FCP 展示会・商談シートの記入相談 

①～③事務局（(株)アール・ピー・アイ） 

１月29日 政令指定都市およ

び都道府県庁所在

地商工会議所中小

企業相談所長会議 

49名 TKP東京駅前カン

ファレンスセンター

（東京都中央区） 

○平成 27 年度政府補正予算・平成 28 年度政府予

算案における中小企業関連予算の概要について

○都道府県における小規模企業対策予算の維持・

拡充および経営支援力の向上に向けて 

〇事例発表 

２月１日 

～２日 

BCP セミナー 14名 日商会議室 A 

（東京都千代田区）

○「商工会議所における BCP の在り方について」

○【講義】BCP の基礎と被害想定 

・BCP の基礎について説明 

・対策構築のニーズ喚起（意識付け）を実施 

・BCP 整備の前提となる被害想定に関する整理 

・研修の進め方の説明 

株式会社インターリスク総研 

上席コンサルタント 飯田 剛史 氏

○【講義】事前対策 

・BCP の雛形を提示 

・事前対策についてモデルを提示 

株式会社インターリスク総研 

上席コンサルタント 飯田 剛史 氏
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○【ワークショップ】初動対応 

・BCP の雛形を提示 

・各所でアレンジすべき箇所について、「考え方」

を説明の上、各所で「演習（作業）」を実施 

（巡回の上アドバイス） 

株式会社インターリスク総研 

上席コンサルタント 飯田 剛史 氏

○【ワークショップ】復旧対応 

・BCP の雛形を提示 

・各所でアレンジすべき箇所について、「考え方」

を説明の上、各所で「演習（作業）」を実施 

（巡回の上アドバイス） 

・研修終了後、各所でアレンジを実施すれば一定

の BCP が完成 

株式会社インターリスク総研 

上席コンサルタント 飯田 剛史 氏

○【模擬訓練】架空の商工会議所を舞台とした初

動対応を疑似体験 

・BCP の必要性を訓練を通じて再認識する 

・自会議所でも BCP 訓練を実施できるスキルを身

につける 

・セミナー全体のまとめ 

株式会社インターリスク総研 

上席コンサルタント 飯田 剛史 氏

２月１日 

～２日 

マル経総合研修会

（事故対策義務研

修会） 

59名 アジュール竹芝 

（東京都港区） 

①小規模事業者経営改善資金融資制度（マル経）

について 

②マル経融資制度の現状・課題及び事務処理・ 

審査上の留意点 

２月１日 中小企業における

マイナンバー実践

説明会 

39名 くるまプラザ 

（東京都港区） 

（１）主催者あいさつ 

（２）中小企業庁が作成した中小企業向けのマイナ

ンバーガイドブックを活用した実践的な指導の

ポイント 

牛島総合法律事務所  

弁護士 影島 広泰 氏

（３）改正個人情報保護法に関する解説 

牛島総合法律事務所  

弁護士 影島 広泰 氏

（４）質疑応答 

（５）商工会議所マイナンバーサービス 

商工会議所データバックアップセンター 

２月１日 

～２日 

経理担当職員研修

会（山形県） 

10名 山形商工会議所 

（山形県山形市） 

○商工会議所運営におけるコンプライアンスの徹

底について 

・会計処理に係るコンプライアンス徹底マニュア

ルについて 

・商工会議所事業における消費税率引上げ分の適

切な転嫁について 

○商工会議所会計実務について① 
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・商工会議所会計基準の解説 

・特定退職金共済制度特別会計の貸借対照表およ

び注記事項の作成方法 

・決算書作成におけるチェックポイント 

・リース会計について 

○商工会議所会計実務について② 

・決算書作成ワーク 

・各地商工会議所における事例研究 

○商工会議所税務実務について① 

・消費税 

○商工会議所税務実務について② 

・共済制度における税務 

・法人税 

・プレミアム商品券における会計・税務 

２月３日 

～５日 

全国商工会議所共

済・保険担当者研

修会 

33名 日商会議室 A 

（東京都千代田区）

○商工会議所運営に係るコンプライアンスの徹底

について 

○商工会議所共済制度を再確認しよう－PARTⅠ－

特定退職金共済制度（制度内容（セールスポイン

ト）と中退共との違い等） 

○商工会議所共済制度を再確認しよう－PARTⅡ－

生命共済（商品内容（セールスポイント）と他の

類似共済との違い等） 

○新しい商工会議所保険制度を知ろう－PARTⅠ－

新制度「ビジネス総合団体保険制度」（概要とセー

ルスポイント等） 

○新しい商工会議所保険制度を知ろう－PARTⅡ－

「海外展開サポートプラン（中小企業海外 PL 保

険制度、輸出取引信用保険制度、海外知財訴訟

費用保険制度）」（概要とセールスポイント等）

○商工会議所保険制度を再確認しよう～概要と

セールスポイント等～ 

業務災害補償プラン 

休業補償プラン 

情報漏えい賠償責任保険制度 

中小企業 PL 保険制度 

各保険制度の事務概要 

○商工会議所保険制度の販売戦略について（損害

保険会社の取り組み） 

○共済・保険制度加入推進に向けた取り組み 

損害保険代理店に学ぶ営業手法 

(株)Imagine Qualities(イマジン・クオリ

ティーズ) 

共済制度推進事例発表 

千曲商工会議所 事務局長 栗原 達 氏

○情報交換会 

○<視察会＞災害時の早期災害復旧サービスを行

うベルフォア社の見学会 
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２月２日 

～３日 

商工会議所 IT 活

用研修会 

24名 くるまプラザ 

（東京都港区） 

＜１日目＞ 

（１）【基調講演】IoT とサービス創出一般財団法人

日本情報経済社会推進協会常務理事 

電子情報利活用研究部部長 坂下 哲也 氏

（２）Pepperや AI（人工知能）が活躍する未来社会

ソフトバンク株式会社 

ソフトバンクロボティクス株式会社 

首席エヴァンジェリスト 中山 五輪男 氏

（３）IoT のその先に～顧客とビジネスをつなぐ

IoC（Internet of Customer）～ 

株式会社セールスフォース・ドットコム 

執行役員 アライアンス本部 

ISV アライアンス部長 北原 祐司 氏

（４）IoT・クラウド時代に求められる情報セキュ

リティマネジメント 

経済産業省 商務情報政策局 

地域情報化人材育成推進室長 小池 雅行 氏

（５）IoT・クラウド時代に知っておきたい情報セ

キュリティ 

IPA（独立行政法人情報処理推進機構） 

IT 人材育成本部 情報処理技術者試験セン

ター       企画Ｇ 原田 みおり 氏

＜２日目＞ 

サイボウズ株式会社オフィス視察 

２月３日 TOAS フォーラム 21名 くるまプラザ 

（東京都港区） 

○基調講演 

「会員増強における履歴管理の重要性」 

株式会社ヴェリサイト 

代表取締役 長瀬 勝俊 氏

取締役 須賀 崇 氏

○TOAS の 新動向 

松本商工会議所  

情報事業部 クラウドサービスグループ 

係長 上原 勇 氏、主任 松澤 剛志 氏

○商工会議所での TOAS 活用事例 

青梅商工会議所  

事業部（情報センター）部長 山崎 克己 氏

○意見交換会・TOAS 何でも相談会 

○総括 

２月４日 中小企業における

マイナンバー実践

説明会 

42名 関西経理専門学校

（大阪府大阪市） 

（１）主催者あいさつ 

（２）中小企業庁が作成した中小企業向けのマイナ

ンバーガイドブックを活用した 

実践的な指導のポイント 

牛島総合法律事務所  

弁護士 影島 広泰 氏

（３）改正個人情報保護法に関する解説 

牛島総合法律事務所  

弁護士 影島 広泰 氏
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（４）質疑応答 

（５）商工会議所マイナンバーサービス 

商工会議所データバックアップセンター 

①北海道  

２月３日 

②東北   

２月８日 

③北陸信越 

１月25日 

④関東   

２月２日 

⑤東海   

１月26日 

⑥関西   

２月12日 

⑦中国   

１月27日 

⑧四国   

２月４日 

⑨九州   

２月９日 

平成 27 年度ブ

ロック別中小企業

相談所長説明会 

～経営安定特別相

談対策～開催につ

いて 

①31名 

②33名 

③28名 

④77名 

⑤40名 

⑥45名 

⑦34名 

⑧19名 

⑨50名 

①ホテルさっぽろ

芸文館（北海道

札幌市） 

②仙台商工会議所

（宮城県仙台市）

③ホテルハイマート

（新潟県上越市）

④TKP東京駅日本橋

カンファレンス

センター（東京都

中央区） 

⑤名古屋商工会議所

（愛知県名古屋市）

⑥大阪商工会議所

（大阪府大阪市）

⑦広島商工会議所

（広島県広島市）

⑧高松商工会議所

（香川県高松市）

⑨福岡商工会議所

（福岡県福岡市）

○日本商工会議所からの説明 

・中小企業・小規模事業者施策の動向と商工会議

所の対応について 

・平成 27 年度政府補正予算・平成 28 年度政府予

算案における中小企業関連予算の概要 

・平成 29 年４月の消費税軽減税率導入・税率引き

上げで求められる商工会議所の対応について 

・BCP 事業継続計画簡単策定ツールについて 

・「経営者保証に関するガイドライン」の周知強化

について 

・その他 

○グループディスカッション 

・消費税軽減税率制度等について 

・平成29年４月の消費税率引上げに合わせて導入

される慶全税率制度等に向けた商工会議所の支

援等について 

２月８日 

～９日 

経理担当職員研修

会（鹿児島県） 

26名 鹿児島商工会議所

（鹿児島県鹿児島市）

○商工会議所運営におけるコンプライアンスの徹

底について 

・会計処理に係るコンプライアンス徹底マニュア

ルについて 

・商工会議所事業における消費税率引上げ分の適

切な転嫁について 

○商工会議所会計実務について① 

・商工会議所会計基準の解説 

・特定退職金共済制度特別会計の貸借対照表およ

び注記事項の作成方法 

・決算書作成におけるチェックポイント 

・リース会計について 

○商工会議所会計実務について② 

・決算書作成ワーク 

・各地商工会議所における事例研究 

○商工会議所税務実務について① 

・消費税 

○商工会議所税務実務について② 

・共済制度における税務 

・法人税 

・プレミアム商品券における会計・税務 

２月９日 

～10日 

商工会議所として

知っておくべき政

44名 ＜１日目＞ 

コンファレンスス

＜１日目＞ 

（１）重要政策課題の動向 
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策課題に関する研

修会 

クエアエムプラス

（東京都千代田区）

＜２日目＞ 

日商会議室 A 

（東京都千代田区）

（２）政策提言の進め方 

（３）日経新聞の読み方 

日経メディアプロモーション株式会社 

北岡 章夫 氏

（４） 近の経済動向 

三菱 UFJ モルガン・スタンレー証券 

景気循環研究所副所長 鹿野 達史 氏

（５）グループ討議・発表 

＜２日目＞ 

（１）産学官金連携事例株式会社浜野製作所 

代表取締役 浜野 慶一 氏

（２）金融政策と日銀業務について 

日本銀行 政策委員会室 

企画役 有泉 池秋 氏

（３）LOBO 調査について 

（４）国会議事堂視察 

２月16日 経理担当職員研修

会（滋賀県） 

15名 守山商工会議所 

（滋賀県守山市） 

（１）商工会議所運営におけるマイナンバー制度の

対応について 

（２）消費税について 

（３）共済制度の仕組みおよび税務・会計処理 

（４）質疑応答・情報交流 

２月23日 

～25日 

全国商工会議所事

務局長研修会 

48名 フクラシア東京ス

テーション 

（東京都千代田区）

≪第１部 組織財政基盤の強化≫ 

○商工会議所の現状・課題について 

○商工会議所の財政、会計・税務、収益事業につ

いて 

○商工会議所検定事業の動向と今後の取り組みに

ついて 

○商工会議所のコンプライアンス（過去の事例と

その対応等）、商工会議所の運営をめぐる諸問題

（マイナンバー取得と管理等）について 

○商工会議所の情報化推進と IoT 等をめぐる動き

について 

≪第２部 組織マネジメント≫ 

○まちづくり、観光振興への取り組みについて 

○中小企業政策と小規模事業対策等の動向、消費

税転嫁対策について 

○ 近の法改正の概要と労務管理ポイント 

特定社会保険労務士 三橋 由和 氏

○人事評価制度の考え方と人材育成に使える教育

訓練助成金について 

特定社会保険労務士 三橋 由和 氏

○メンタルヘルス（ストレスチェック制度）の概

要と労務の視点から見た職場コミュニケーショ

ンの考え方 

特定社会保険労務士 三橋 由和 氏

○グループ討議 

（商工会議所規模別に分かれて討議） 
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○グループ発表 

（各グループの代表者による総括・発表） 

≪第３部 重要政策課題≫ 

○重要政策課題の動向について 

○軽減税率等をはじめとする税制改正と今後の課題

○労働法制・エネルギーをめぐる動き 

○TPP を活用した中小企業の国際展開支援 

①３月２日 

②３月３日 

③３月４日 

平成 27 年度地域

力活用新事業∞全

国展開プロジェク

ト 販路拡大セミ

ナー 第４回 

①３名 

②５名 

③１名 

①ホテルさっぽろ

芸文館（北海道

札幌市） 

②福岡商工会議所

（福岡県福岡市）

③AP東京八重洲通り

（東京都中央区）

○スーパーマーケットトレードショーの振り返り

及び事業の振り返り 

①～③事務局（株式会社アール・ピー・アイ）

３月３日 公害健康被害補償

業務担当者研修会 

117名 経団連会館 

（東京都千代田区）

○公害健康被害補償制度の概要 

平成 28 年度の賦課料率（案）について 

環境省 総合環境政策局 環境保健部企画課 

賦課係長 竹内 裕之 氏

○汚染負荷量賦課金徴収業務の実施について 

①徴収業務について 

環境再生保全機構 補償業務部業務課  

徴収係長 野口 大樹 氏

②徴収業務の内容及び点検要領・記載例について

③汚染負荷量賦課金の申告・納付に関する 

留意事項について 

環境再生保全機構 補償業務部調査管理課 

調査第一係 主任 多賀 洋輔 氏

○委託業務関連オンラインシステムについて 

環境再生保全機構 補償業務部業務課 

課長代理 天羽 良次 氏

○オンライン申告システムのリニューアルについて

環境再生保全機構 補償業務部業務課 

総括係 岸 征之介 氏

３月11日 経理担当職員研修

会 

14名 青森商工会議所 

（青森県青森市） 

（１） 商工会議所事業におけるコンプライアンス

とマイナンバーへの対応について 

（２） 商工会議所会計と税務について 

・プレミアム商品券事業の会計・税務処理と特定

退職金共済制度における収支決算書について 

・商工会議所会計基準の解説と事例研究 
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（7）後援・協賛事業 

開催期日 名称 主催者名 

平成 27 年度 企業向け海外就労体験者の活用案内のリーフレット （一社）JAOS 海外留学協議会 

平成 27 年度 2015 年度「国際連合公用語英語検定試験」および「国際連

合公用語英語検定試験ジュニアテスト」 

（公財）日本国際連合協会 

平成 27 年度 平成 27 年度日本語検定 （特非）日本語検定委員会 

平成 27 年度 平成 27 年度日本珠算連盟主催の各種検定試験 （一社）日本珠算連盟 

平成 27 年度 2015 年度グッドデザイン賞 （公財）日本デザイン振興会 

４月１日～ 

平成 28 年 

３月６日 

第 55 回防錆技術学校 （一社）日本防錆技術協会 

４月２日～ 

９月 24 日 

第 12 期チャイニーズ・マネジメント＆マーケティング・

スクール（CMMS) 

日本香港協会全国連合会 

４月 11 日 クラウドサービス認定プログラムシンポジウム （一社）クラウドサービス推進機構 

第 13 回  

４月 11 日 

～12 日 

第 14 回  

６月６日 

～７日 

第 15 回  

10 月 11 日 

～12 日 

第 16 回 

平成 28 年 

２月 20 日 

～21 日 

第 13・14・15・16 回伊勢神宮 外宮奉納市 伊勢商工会議所 

４月 21 日 経済産業省委託「国際即戦力育成インターンシップ事業」 日本貿易振興機構（JETRO） 

４月 22 日 WTC 午餐会 （一社）世界貿易ｾﾝﾀｰ東京 

４月 26 日 鹿児島県 UI ターン就職応援フェア in 東京（仮称） 鹿児島商工会議所 

４月 23 日 

～25 日 

2015 日本ホビーショー （一社）日本ホビー協会 

５月～ まつりーとプロジェクト （一財）地域伝統芸能活用センター 

５月３日 

～５日 

第 57 回全日本こけしコンクール 宮城県 

白石市 

白石商工会議所 

５月５日 

～11 日 

平成 27 年度 第 69 回児童福祉週間 厚生労働省 

（社福）全国社会福祉協議会 

（一財）こども未来財団 

５月 14 日 ICC 国際仲裁セミナー 国際商業会議所日本委員会 

５月 27 日 EC リスクマネジメントフォーラム 2015 （一社）ニューメディアリスク協会 

５月 13 日 

～19 日 

第 21 回ニューヨーク 新小売業態視察ツアー 日本小売業協会 
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５月 20 日 

～22 日 

京都スマートシティエキスポ 2015 京都スマートシティエキスポ運営協

議会 

５月 20 日 

～22 日 

企業立地フェア 2015 （一社）日本経営協会 

５月 20 日 

～22 日 

自治体総合フェア 2015 （一社）日本経営協会 

５月 22 日 

～24 日 

日中観光文化交流団 日中観光文化交流団実行委員会 

５月 23 日 

（東京会場） 

５月 30 日 

（高松会場） 

５月 31 日 

（大阪会場） 

６月７日 

（名古屋会場） 

６月 13 日 

（広島会場） 

６月 14 日 

（仙台会場） 

６月 20 日 

（札幌会場） 

６月 27 日 

（富山会場） 

６月 28 日 

（福岡会場） 

全国シンポジウム「いま改めて考えよう地層処分」 経済産業省資源エネルギー庁 

原子力発電環境整備機構（NUMO） 

５月 26 日 

～29 日 

2015NEW 環境展 日報ビジネス(株) 

５月 27 日 

～29 日 

新価値創造展 2015 in kansai （独）中小企業基盤整備機構 

あんざん 

６月１日 

～７月 20 日 

そろばん 

11 月１日 

～12 月 20 日 

「2015 年全国あんざんコンクール」および「2015 年全国そ

ろばんコンクール」 

（一社）日本珠算連盟 

各地珠算連盟 

募集 

６月１日 

～９月 30 日 

表彰式 

平成 28 年 

２月 21 日 

第７回日本語大賞 （特非）日本語検定委員会 

６月１日 

～2016 年 

３月 31 日 

第 23 回社会に開かれた大学・大学院展 Web 大学・大学

院展 2015 

社会に開かれた大学・大学院展実行委

員会 
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大阪  

６月２日 

名古屋  

６月 12 日 

東京  

６月 17 日 

企業型 DC 担当者セミナー 企業年金連合会 

６月２日 

～８日 

第 42 回アメリカ 新小売業態視察ツアー 日本小売業協会 

６月４日 フィリピン投資フォーラム 国際機関日本アセアンセンター 

日本貿易振興機構 

日比経済委員間 

駐日フィリピン共和国大使館 

（一財）フィリピン協会 

６月８日 

～11 日 

第 10 回エコプロダクツ国際展 アジア生産性機構（APO） 

タイ工業連盟（FTI） 

６月 10 日 

～12 日 

Interop Tokyo 2015 Interop Tokyo 実行委員会 

６月 14 日 

～16 日 

香港・広東 事業提携投資訪日ミッション 香港貿易発展局 

中国広東省商務庁 

６月 16 日 

～17 日 

東北復興水産加工品展示商談会 2015 復興水産加工業販路回復促進セン

ター 

６月 16 日 平成 27 年度全国キャリア・就職ガイダンス 文部科学省 

就職問題懇談会 

（独）日本学生支援機構 

６月 18 日 2015 年中国佛山市南海区（東京）投資環境説明会 中国佛山市南海区企業誘致日本事務

所 

６月 24 日 WTC 午餐会 （一社）世界貿易センター東京 

６月 24 日 

～30 日 

ミラノ万博＆イタリア流通視察ツアー 日本小売業協会 

６月 28 日 第 13 回認定特定非営利活動法人おやじ日本全国大会 （特非）おやじ日本 

渋谷区 

６月 29 日 さんきゅうパパプロジェクト キックオフシンポジウム 内閣府 

６月 30 日 

～７月７日 

オムニチャネル体感 流通視察ツアー 日本小売業協会 

６月 17 日 平成 27 年度全国発明表彰 （公社）発明協会 

７月１日 

～平成 28 年

１月 10 日 

第３回「創造力・無限大∞ 高校生ビジネスプラン・グラ

ンプリ」 

(株)日本政策金融公庫 

７月１日 第 68 回広告電通賞 広告電通賞審議会 

７月１日 

～31 日 

蓄熱月間 （一財）ヒートポンプ・蓄熱センター

７月～ 

平成 28 年 

２月 

IPA 中小企業講習能力養成セミナー （独）情報処理推進機構 
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７月２日 地方創生『食の魅力』発見商談会 2015 地方創生「食の魅力」発見商談会実行

委員会 

７月３日 

～５日 

第 65 回湘南ひらつか七夕まつり七夕飾りコンクール 湘南ひらつか七夕まつり実行委員会 

７月８日 

～10 日 

第４回環境放射能除染研究発表会 （一社）環境放射能除染学会 

７月 10 日 経済産業省委託「国際即戦力育成インターンシップ事業」

２次募集説明会 

日本貿易振興機構（JETRO） 

７月 12 日 第 44 回全国氷彫刻展夏季大会 （特非）日本氷彫刻会 

７月 14 日 WTC 午餐会 （一社）世界貿易センター東京 

IT・簿記部門 

地区大会 

７月 23 日 

全国大会 

８月６日 

日商簿記 

1 級部門 

７月 22 日 

第 35 回全国高等学校 IT・簿記選手権大会 （学）立志舎 

７月 22 日 

～24 日 

第 36 回インド衣料品展・第 26 回インド家庭用品展 インド貿易振興局 

７月 26 日 

～28 日 

東京丸の内 福島×輪島物産展 輪島商工会議所 

７月 27 日 生物多様性民間参画シンポジウム in 東京 環境省 

７月 28 日 

～29 日 

第 10 回若年者ものづくり競技大会 厚生労働省 

中央職業能力開発協会 

７月 29 日 ミャンマー投資セミナー 駐日ミャンマー連邦共和国大使館 

国際機関日本アセアンセンター 

東京  

７月 29 日、 

９月 29 日 

大阪  

８月７日 

福岡  

９月 11 日 

事業承継を中心とした中堅・中小企業課題解決セミナー (株)日本経済新聞社 

７月 27 日、 

８月３日、 

８月６日 

事業引継ぎ全国セミナー2015 （独）中小企業基盤整備機構 

７月 28 日 第 45 回機械工業デザイン賞 (株)日刊工業新聞社 

大阪会場 

７月 30 日 

東京会場 

７月 31 日 

平成 27 年度沖縄県企業誘致セミナー 沖縄県 

８月７日 「機械の日・機械週間」記念行事 （一社）日本機械学会 

８月２日 そろばんグランプリジャパン 2015 （一社）日本珠算連盟 
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８月２日 第 31 回わんぱく相撲全国大会に対する三村会頭の大会役

員（名誉顧問）就任および当所後援名義の使用ならびにプ

ログラムへの挨拶分寄稿について 

（財）日本相撲協会 

（公社）東京青年会議所 

８月３日 

～５日 

「第２回 学校の森・子どもサミット」 （特非）共存の森ネットワーク内 

学校の森・子どもサミット実行委員会

８月５日 

～６日 

平成 27 年度販売士養成講習会等講師登録研修会 （一社）日本販売士協会 

８月 19 日 

～21 日 

WACE 第 19 回世界大会 WACE（世界産学連携教育協会） 

使用期間 

６月１日 

～８月 25 日 

開催日 

８月 25 日 

第 11 回教育旅行シンポジウム （公財）日本修学旅行協会 

８月 26 日 福岡県内企業のためのベトナム・ハノイ市事業展開セミ

ナー 

ハノイ市政府 

ハノイ市訪問団受入事業実行委員会

(福岡県・福岡商工会議所 

九州ベトナム友好協会 

（公財）福岡県国際交流センター） 

８月 26 日 

～28 日 

ジャパン・ジュエリー・フェスティバル 2015 UBM ジャパン(株) 

（一社）日本ジュエリー協会（JJA) 

審査会 

６月 16 日 

表彰式 

８月 27 日 

2015 日本パッケージングコンテスト （公社）日本包装技術協会 

８月 28 日 埼玉県内企業のためのベトナム・ハノイ市事業展開セミ

ナー 

ハノイ市政府 

８月 31 日 規約型 DB 運営セミナー 企業年金連合会 

９月 25 日 

～12 月９日 

経営者保証ガイドラインセミナー （独）中小企業基盤整備機構 

９月１日、 

９月３日 

WTC 午餐会 （一社）世界貿易センター東京 

９月１日 

～10 月 31 日 

第 42 回「屋外広告の日」キャンペーン (一社）日本屋外広告業団体連合会 

（公社）全日本ネオン協会 

（一社）日本ディスプレイ業団体連合会

９月１日 

～11 月 10 日 

AIBA 認定貿易アドバイザー試験 2015 （一社）貿易アドバイザー協会（AIBA)

９月２日 

～４日 

第 80 回東京インターナショナル・ギフト・ショー秋 2015 (株)ビジネスガイド社 

９月２日 

～４日 

第 18 回グルメ＆ダイニングスタイルショー秋 2015 (株)ビジネスガイド社 

９月２日 

～16 日 

中小企業に関する全国一斉無料法律相談会「ひまわりほっ

と法律相談会－中小企業の法的課題を発見します！－」 

日本弁護士連合会 
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９月４日 シンポジウム「コーポレート・ガバナンスとダイバーシ

ティ」 

日本弁護士連合会 

９月４日 

～６日 

日本産業カウンセリング学会第 20 回大会 日本産業カウンセリング学会 

東京 

９月 10 日 

仙台 

10 月 14 日 

福岡 

11 月 24 日 

大阪 

平成 28 年 

１月 26 日 

農業参入フェア 2015 農林水産省 

全国農業会議所 

９月 11 日 公開経営 65 年記念シンポジウム （一社）公開経営指導協会 

９月 12 日 

～13 日 

2015 発明くふう展覧会 一宮商工会議所 

一宮市教育委員会 

江南市 

稲沢市 

稲沢商工会議所 

江南商工会議所 

（一社）愛知県発明協会 

（応募受付期

間） 

９月 15 日 

～10 月 30 日 

（展示会） 

12 月 10 日 

～12 日 

（表彰式典） 

平成 28 年 

３月 20 日 

エコビジネスの芽を見つけ、育てるコンテスト「eco japan 

cup 2015」 

エコジャパン官民連携協働推進協議

会 

審査 

７月 16 日 

表彰式 

９月 17 日 

第 35 回日本かばん技術コンクール （一社）日本かばん協会 

９月 21 日 

～24 日 

中小企業ミャンマーマッチングミッション （一社）日本ミャンマー協会 

９月 24 日 

～27 日 

ツーリズム EXPO ジャパン 2015 （公社）日本観光振興協会 

（一社）日本旅行業協会 

９月 24 日 

～10 月１日 

環境衛生週間 環境省 

９月 25 日 2015 年度産学連携ツーリズムセミナー （公社）日本観光振興協会 
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９月 26 日 

～27 日 

第 23 回 ナマステ・インディア 2015 インド大使館 

ナマステ・インディア実行委員会 

（特非）日印交流を盛り上げる会 

インド政府観光局 

10 月１日 

～平成 28 年

２月 28 日 

社会人基礎力育成グランプリ 2016 社会人基礎力協議会 

10 月２日 日中経済貿易センター・環球律師事務所 中国セミナー

「適用事例から見る中国環境保護法の運用状況及び対応実

務」 

（一社）日中経済貿易センター 

環球律師事務所 

募集期間 

４月３日 

～７月６日 

審査会 

７月 21 日 

～22 日 

クラフト展 

高岡 

 10 月１日 

～５日 

クラフト展 

東京 

８月 19 日 

～９月 14 日 

 表彰式 

10 月３日 

工芸都市高岡 2015 クラフトコンペティション 工芸都市高岡クラフトコンペ実行委

員会 

10 月４日、 

11 月 28 日 

～29 日 

平成 27 年度消費生活アドバイザー試験 （一財）日本産業協会 

東京会場 

10 月４日 

金沢会場 

10 月８日 

札幌会場 

10 月９日 

新潟会場 

10 月 10 日 

高松会場 

10 月 15 日 

大阪会場 

10 月 16 日 

名古屋会場

10 月 24 日 

（熊本会場） 

10 月 28 日 

岡山会場 

10 月 29 日 

全国シンポジウム「いま改めて考えよう地層処分」～処分

地の適性と段階的な選定の進め方～ 

経済産業省資源エネルギー庁 

原子力発電環境整備機構（NUMO） 
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10 月５日 

～６日 

標準化と品質管理全国大会 2015 （一財）日本規格協会 

10 月５日 事業引継ぎパートナーカンファレンス 2015 （独）中小企業基盤整備機構 

10 月６日 香港金融ビジネスセミナー 香港貿易発展局 

開催日  

８月８日 

表彰式  

10 月７日 

全国花火名人選抜競技大会 ふくろい遠州の花火 2015 ふくろい遠州の花火実行委員会 

東日本会場 

10 月７日 

西日本会場 

10 月 21 日 

「知」の集積と活用の場の構築に向けたシンポジウム 農林水産省農林水産技術会議事務局 

10 月７日 

～10 日 

CEATEC JAPAN（シーテックジャパン）2015 CEATEC JAPAN 実施競技会 

10 月 10 日 第 11 回全国高等学校簿記競技大会 城西国際大学 経営情報学部事務室 

10 月 10 日 

～12 日 

第 12 回全日本金・銀創作展 第 12 回全日本金・銀創作展開催委員

会 

10 月 11 日 平成 27 年「勤労青少年の日」記念事業 「若ものを考え

るつどい 2015」 

（一社）日本勤労青少年団体協議会 

（公財）勤労青少年躍進会 

10 月 11 日 

～20 日 

平成 27 年度全国地域安全運動 （公財）全国防犯協会連合会 

都道府県防犯協会 

都道府県暴力追放運動推進センター 

警察庁 

都道府県警察 

10 月 12 日 

～18 日 

Mercedes-Benz Fashion Week Tokyo （一社）日本ファッション・ウィーク

推進機構 

10 月 13 日 

～16 日 

JAPAN PACK 2015（2015 日本国際包装機械展） （一社）日本包装機械工業会 

10 月 14 日 

～16 日 

危機管理産業展 2015 （株）東京ビックサイト 

10 月 15 日 

～17 日 

諏訪圏工業メッセ 2015 諏訪圏工業メッセ 2015 実行委員会 

10 月 16 日 働き方改革セミナー（男性の仕事と育児・子育ての両立に

向けて） 

（一社）日本経済団体連合会 

募集 

２月２日 

～６月 19 日 

審査 

７月上旬 

～８月下旬 

贈賞式 

10 月 13 日 

2015 年“超”モノづくり部品大賞 モノづくり日本会議 

（株）日刊工業新聞社 

10 月 19 日 第 10 回容器包装３R推進フォーラム ３R推進団体連絡会 

10 月 19 日 ICC 国際仲裁セミナー 国際商業会議所日本委員会 
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応募受付期

間 

10 月 30 日 

～平成 28 年

１月 13 日 

表彰式 

平成 28 年 

５月 30 日 

環境人づくり企業大賞 2015（平成 27 年度環境人材育成に

関する先進企業等表彰） 

環境省 

環境人材育成コンソーシアム 

10 月 21 日 ふるさと大使全国大会 2015 全国ふるさと大使連絡会議 

10 月 22 日 平成 27 年ボランタリーチェーンフォーラム （一社）日本ボランタリーチェーン協

会 

10 月 23 日 

～24 日 

上田地域産業展 2015 上田地域産業展運営委員会 

10 月 26 日 日韓国交正常化 50 周年記念シンポジウム （一社）経済団体連合会 

（一社）全国経営者団体連合会 

（一社）日韓経済協会 

10 月 26 日 2015 年度第 2 回タイムビジネス協議会普及促進セミナー （一財）日本データ通信協会 

10 月 27 日 

～29 日 

第 56 回海外日系人大会 （公財）海外日系人協会 

10 月 28 日 

～30 日 

ｅラーニング アワード 2015 フォーラム ｅラーニング アワード2015フォーラ

ム実行委員会 

フジサンケイ ビジネスアイ 

10 月 30 日 

～31 日 

ITC Conference 2015 （特非）IT コーディネータ協会 

10 月 30 日 

～11 月１日 

第 14 回ドリーム夜さ来い祭り （一財）ドリーム夜さ来い祭りグロー

バル振興財団 

10 月 31 日 

～11 月１日 

日本ベンチャー学会 第 18 回全国大会 日本ベンチャー学会 

11 月３日 

～12 月 16 日 

ものづくり補助事業成果発表・ビジネスマッチング会 全国中小企業団体中央会 

11 月１日 

～30 日 

第 56 回品質月間 （一財）日本科学技術連盟 

（一財）日本規格協会 

11 月４日 平成 27 年度 中小企業経営診断シンポジウム （一社）中小企業診断協会 
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大阪会場 

11 月４日 

東京会場 

平成 28 年 

１月 22 日 

名古屋会場 

２月 24 日 

福井会場 

平成 28 年 

３月 16 日 

広島会場 

平成 28 年 

３月 22 日 

高松会場 

平成 28 年 

３月 23 日 

「資源のない日本､将来のエネルギーの姿に関するシンポ

ジウム」～再エネ､原子力､化石エネルギーのベストミック

スの実現にむけて 

経済産業省資源エネルギー庁 

11 月４日 

～６日 

2015 特許・情報フェア＆コンファレンス （一社）発明推進協会 

（一財）日本特許情報機構 

(株)日本工業新聞社 

(株)産業経済新聞社 

11 月５日 

～８日 

京都知恵産業フェア 2015 京都知恵産業フェア実行委員会 

11 月５日 ウルグアイ投資誘致セミナー ウルグアイ大使館 

11 月６日 ドバイ・エアポート・フリーゾーンセミナー「ドバイ・エ

アーポート・フリーゾーンの魅力」 

ドバイ・エアポート・フリーゾーン庁

11 月６日 第 14 回産業廃棄物と環境を考える全国大会 （公財）全国産業廃棄物連合会 

（公財）日本産業廃棄物処理振興セン

ター 

（公財）産業廃棄物処理事業振興財団

審査 

10 月４日 

表彰式 

11 月６日 

2015 全日本洋装技能コンクール （一社）日本洋装協会 

（公社）全日本洋裁技能協会 

①10 月 28 日 

②11 月９日 

～11 日 

「いわて・三陸けせん希望ストリート 2015」事業 

 ①伊達な商談会 in OFUNATO 

 ②展示即売会「いわて・三陸けせん希望ストリート

2015」 

三陸けせん希望ストリート連絡協議

会 

東京 

11 月 10 日 

名古屋 

11 月 12 日 

第 11 回日独産業フォーラム 2015 ドイツ貿易・投資振興機関 

11 月 10 日 

～16 日 

第 43 回アメリカ 新小売業態視察ツアー 日本小売業協会 
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兵庫会場 

11 月 11 日 

宮崎会場 

平成 28 年 

２月 25 日 

2015 年度「全国巡回がんセミナー」 （公財）日本対がん協会 

日本対がん協会開催県支部 

11 月 12 日 

～13 日 

地方銀行フードセレクション 2015 地方銀行フードセレクション実行 

委員会 他 

審査 

10 月 15 日 

表彰式 

11 月 12 日 

第 64 回全国小紋友禅染色競技会 全国染色協同組合連合会 

11 月 13 日 2015 年日本産業広告賞 (株)日刊工業新聞社 

11 月 14 日 

～15 日 

第６回ファーマーズ＆キッズフェスタ 2015 ファーマーズ＆キッズフェスタ実行

委員会 

11 月 14 日 

～15 日 

Japan Festival in Vietnam 2015 Japan Festival in Vietnam 実行委員

会 

11 月 14 日 第 19 回全国きものデザインコンクール 全国染織連合会 他 

11 月 16 日 

～22 日 

第５回ヨーロッパ 新小売業態視察ツアー 日本小売業協会 

11 月 18 日 愛知県産業立地セミナー2015 IN 東京 愛知県 

名古屋商工会議所 

愛知県産業立地推進協議会 

愛知・名古屋国際ビジネス・アクセス・

センター（I-BAC） 

11 月 18 日 生活文化創造都市推進事業「鶴岡地域会議」 （一財）日本ファッション協会 

11 月 18 日 

～20 日 

新価値創造展 2015 （独）中小企業基盤整備機構 

11 月 19 日 

～20 日 

第 53 回全日本包装技術研究大会 （公社）日本包装技術協会 

３月 11 日 

～平成 28 年 

３月 15 日 

第 49 回日本サインデザイン賞 （公社）日本サインデザイン賞 

11 月 24 日 総務省ふるさとテレワーク推進事業 自宅で働くお母さ

ん“素敵です”～クウラウドソーシングテレワーカー募集

セミナー 

横須賀商工会議所 

11 月 24 日 2015 年フレッシャーズ産業論文コンクール（第 38 回） (株)日刊工業新聞社 

11 月 25 日 2015 しんくみ食のビジネスマッチング展 

－食の商談会ならびに物産展－ 

（一社）東京都信用組合協会 

（一社）全国信用組合中央協会 

全国信用協同組合連合会 

11 月 25 日 ベトナム南部ビンズン省進出環境セミナー ビンズン省人民委員会 

11 月 25 日 

～27 日 

IFFT/インテリア ライフスタイル リビング （一社）日本家具産業振興会 

メサゴ・メッセフランクフルト(株) 

11 月 28 日 平成 27 年度あしたのまち・くらしづくり活動賞 （公財）あしたの日本を創る協会 他
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11 月 28 日 

～29 日 

ミャンマー祭り 2015 ミャンマー祭り実行委員会 

11 月 29 日 第９回日中省エネルギー・環境総合フォーラム 経済産業省 

（一財）日中経済協会 

中華人民共和国国家発展改革委員会 

中華人民共和国商務部 

中華人民共和国駐日本国大使館 

11 月 30 日 キャリア支援企業表彰 2015 

厚生労働大臣表彰・キャリア支援推進シンポジウム 

中央職業能力開発協会 

厚生労働省 

12 月２日 

～４日 

システムコントロールフェア 2015 （一社）日本電機工業会 

（一社）日本電気制御機器工業会 

12 月２日 

～４日 

計測展 2015TOKYO （一社）日本電気計測器工業会 

12 月２日 

～４日 

SAMPE JAPAN 先端材料技術展 2015 先端材料技術協会 

(株)日刊工業新聞社 

12 月２日 

～５日 

2015 国際ロボット展 （一社）日本ロボット工業会 

(株)日刊工業新聞社 

12 月２日 

～６日 

ハイテク農業および商品展示会 ARGOTEX2015 （一社）在日ベトナム経営者協会 

ベトナム商工会議所 

カントー省人民委員会 

12 月４日 

～７日 

第 53 回技能五輪全国大会 厚生労働省 

中央職業能力開発協会 

12 月４日 第３回シンポジウム「キャリア権を考える～若者のキャリ

ア意識とキャリア権」 

（特非）キャリア権推進ネットワーク

12 月６日 安城元気フェスタ 2015 安城商工会議所 他 

12 月７日 消費生活アドバイザー資格制度創設 35 周年記念事業 （一財）日本産業協会 

12 月７日 Urara:kai（うらら会）シンポジウム （一財）日本ファッション協会 

Urara: kai 

12 月 10 日 

～12 日 

エコプロダクツ 2015 （一社）産業環境管理協会 

(株)日本経済新聞社 

12 月 11 日 インドネシア投資セミナー 駐日インドネシア共和国大使館 

国際機関日本アセアンセンター 

（独）日本貿易振興機構 

12 月 11 日 

～12 日 

オートカラーアウォード 2015-2016 （一社）日本流行色協会 

12 月 15 日 

～16 日 

ジャパン・テキスタイル・コンテスト 2015 ジャパン・テキスタイル・コンテスト

開催委員会 

12 月 17 日 平成 27 年度キャリア教育推進連携シンポジウム 文部科学省 

経済産業省 

厚生労働省 

12 月 18 日 NRA フォーラム 2015 （一社）ニューメディアリスク協会 

12 月 22 日 IIST 国際情勢シンポジウム （一財）貿易研修センター 
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12 月 25 日 

～平成 28 年

１月６日 

平成 27 年度全国伝統的工芸品公募展 （一財）伝統的工芸品産業振興協会 

平成 28 年 

１月７日 

2016 年新年賀詞交歓会 （一財）日中経済協会 

日本国際貿易促進協会 

１月 13 日 第 57 回全国カタログ展 （一社）日本印刷産業連合会 

(株)日本工業新聞社 

１月 13 日 第 67 回全国カレンダー展 （一社）日本印刷産業連合会 

(株)日本工業新聞社 

１月 13 日 

～19 日 

第 22 回ニューヨーク 新小売業態視察ツアー 日本小売業協会 

１月 13 日 

～29 日 

平成 27 年度中小企業・小規模事業者経営力強化フォーラ

ム 

中小企業・小規模事業者 

経営力強化フォーラム事務局 

１月 14 日 

～２月 25 日 

平成 27 年度事業承継セミナー （独）中小企業基盤整備機構 

１月 18 日、 

25 日、27 日 

平成 27 年度事業継承フォーラム （独）中小企業基盤整備機構 

１月 19 日 太平洋同盟の見通し 米州開発銀行アジア事務所 

１月 19 日 第３回「林業復活・地域創生を推進する国民会議」 （一社）日本プロジェクト産業協議会

１月 20 日 

～22 日 

第 40 回日本ショッピングセンター全国大会 （一社）日本ショッピングセンター協

会 

１月 21 日 地域再生フォーラム in とうきょう （特非）TOM ネット 

１月 22 日 IIST 中央ユーラシア調査会公開シンポジウム （一財）貿易研修センター 

１月 25 日 

～26 日 

グローバル知財戦略フォーラム 2016 特許庁 

（独）工業所有権情報・研修館 

1 月 31 日 第 49 回なるほど展 （一社）婦人発明家協会 

２月１日 

～３月 31 日 

TKC マイナンバー制度対応セミナー (株)TKC 

２月３日 

～５日 

第 19 回グルメ＆ダイニングスタイルショー春 2016 （株)ビジネスガイド社 

２月３日 

～５日 

第 81 回東京インターナショナル・ギフト・ショー春 2016 (株)ビジネスガイド社 

２月３日 

～５日 

流通大会 2016 （公財）流通経済研究所 

２月４日 フィリピン自動車産業セミナー 駐日フィリピン共和国大使館 

国際機関日本アセアンセンター 

２月５日 チャレンジふくしまサミット in 首都圏 福島県 

２月 10 日 JVA2016（Japan Venture Awards 2016） （独）中小企業基盤整備機構 

２月 11 日 

～12 日 

ものコン。～安城ものづくりコンベンション 2016～ 安城商工会議所 

２月 12 日 日経中堅・中小企業活性化プロジェクト-伸び盛り企業会

議 2016～中堅中小企業の生産性向上について考える～ 

(株)日本経済新聞社 

２月 15 日 グローバル人材の採用と活かし方 （一社）JAOS 海外留学協議会 
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２月 16 日 エチオピア・ビジネスセミナー 日本貿易振興機構（JETRO） 

駐日エチオピア連邦民主共和国大使

館 

２月 16 日 

～19 日 

第 37 回フード・ケータリングショー （公社）日本給食サービス 

（公社）日本メディカル給食協会 

（一社）日本弁当サービス協会 

（一社）日本能率協会 

２月 16 日 

～19 日 

第 16 回厨房設備機器展 （一社）日本厨房工業会 

（一社）日本能率協会 

２月 18 日 

～23 日 

伝統的工芸品展 WAZA2016 （一財）伝統的工芸品産業振興協会 

２月 22 日 第８回全国ビジネス商談会 日本政策金融公庫 

２月 24 日 第 19 回環境コミュニケーション大賞 環境省 

（一財）地球・人間環境フォーラム 

２月 25 日 

～27 日 

第 15 回たま工業交流展 たま工業交流展実行委員会 

２月 27 日 近江八幡市安寧のまちづくり（CCRC）基本構想フォーラム 近江八幡市 

２月 29 日 日本クリエイション大賞 2015 （一財）日本ファッション協会 

２月 29 日 個人情報の保護と利活用を考えるシンポジウム 個人情報保護委員会 

３月１日 中小企業支援フォーラム 日本行政書士会連合会 

東京都行政書士会 

３月１日 EPA（経済連携協定）活用セミナー さいたま商工会議所 

３月２日 第 20 回ふるさとイベント大賞、平成 27 年度地方創生フォ

－ラム 

（一財）地域活性化センター 

３月６日 平成 27 年度消防庁消防団等表彰及び消防庁消防団協力事

業所表示証交付式 

消防庁 

３月７日 事業活動と生物多様性に関するシンポジウム 環境省 

３月８日 第 26 回流通交流フォーラム 日本小売業協会 

(株)日本経済新聞社 

３月８日 メキシコ投資セミナー 在日メキシコ大使館 

経済産業省 

（独）日本貿易振興機構（JETRO） 

３月８日 イノベーションネットアワード 2016 （一財）日本立地センター 

全国イノベーション推進機関ネット

ワーク 

３月８日 

～９日 

平成27年度総務省・NICT Entrepreneurs'Challenge 2Days 総務省 

国立研究開発法人情報通信研究機構 

３月８日 

～11 日 

JAPAN SHOP 2016（第 45 回店舗総合見本市） (株)日本経済新聞社 

３月８日 

～11 日 

リテールテック JAPAN 2016（第 32 回流通システム総合

展） 

(株)日本経済新聞社 

３月８日 

～11 日 

SECURITY SHOW 2016（第 24 回セキュリティ・安全管理総

合展） 

(株)日本経済新聞社 
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３月８日 

～11 日 

第 6回 LED NEXT STAGE 2016 （特非）LED 照明推進協議会 

(株)日本経済新聞社 

３月９日 

～11 日 

フランチャイズ・ショー 2016 (株)日本経済新聞社 

３月 10 日 第 12 回キャンパスベンチャーグランプリ（CVG)全国大会 (株)日本経済新聞社 

３月 10 日 パキスタン・ビジネス・セミナー パキスタン大使館 

３月 17 日 第 11 回国内観光活性化フォーラム （一社）全国旅行業協会 

３月 14 日 

～３月 19 日 

Mercedes-Benz Fashion Week Tokyo （一社）日本ファッション・ウィーク

推進機構 

３月 15 日 第 41 回発明大賞表彰事業 （公財）日本発明振興協会 

(株)日刊工業新聞社 

３月 24 日 平成 27 年度（公財）日本英語検定協会成績優秀者・優秀

団体表彰式 

（公財）日本英語検定協会 

３月 24 日 WTC 合同講演会 （一社）世界貿易センター東京 

３月 25 日 平成 27 年度ジャパン・ツバメ・インダストリアルデザイ

ンコンクール 

新潟県燕市物産見本市協会 

燕市 

燕商工会議所 

日本金属洋食器工業組合 

日本金属ハウスウェア工業組合 

３月 30 日 ウズベキスタン経済・人材セミナー （独）日本貿易振興機構 
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９．対処すべき課題 

(1) 過年度の事業実施状況 

平成 26 年度は、「新たな日本再出発の礎を築く～絶えざる進化によりさらなる飛躍を～」をテーマに掲

げ、「復興の加速化と福島再生の早期実現」のほか、「デフレマインド脱却と成長経済を目指した政策提言

活動を展開」「新たな挑戦を行う中小企業をワンストップ・ハンズオンで支援」「地域の資源を徹底活用し

た地域力の再生・成長の促進」「企業の海外展開への対応強化」「地域・企業における少子化への対応や若

者・女性の活躍を支援」「『現場主義』『双方向主義』による商工会議所活動の推進」を重点項目として活動

した。 

平成 27 年度は、「復興の加速化と福島再生の早期実現」のほか、「デフレ脱却と地方創生を目指した政

策提言活動を展開」「新たな挑戦を行う中小企業をワンストップ・ハンズオンで支援」「地域の資源を徹底

活用した地域力の再生・成長の促進」「企業の海外展開への対応強化」「地域・企業における少子化への対

応や若者・女性の活躍を支援」「ネットワークを 大限に活用した『現場主義』『双方向主義』による商工

会議所活動の推進」を重点項目として活動した。 

(2) 対処すべき課題 

東日本大震災から５年が経過した。被災地では、多くの地域で復旧・復興が進展しつつあるものの、そ

の進捗に差が生じている。福島県では、今なお多くの住民・事業者が避難生活を強いられているほか、深

刻な風評被害や住民の健康管理、除染・汚染水処理の問題などに直面している。こうした実情を踏まえ、

震災復興と福島再生の一段の加速が必要である。 

日本経済は、20 年にわたる長期のデフレからの脱却と成長経済への重要な転換期を迎えている。経済好

循環を実現し、中長期的な経済成長を確実なものとするためには、企業がこれまでの貯蓄主体から転換し、

本来の投資主体として行動するとともに、資本蓄積、労働力、生産性の３要素の改善により、潜在成長率

を引き上げるサプライサイドの政策が必要である。 

一方で、わが国は「人口急減」と「地域の疲弊」という大きな構造的課題を抱えている。地方創生は難

しい課題であるが、民間設備投資など、企業が前向きな姿勢を見せ始めた今こそ、流れを変える好機とと

らえ、中小企業の設備投資・技術開発の促進、国内外の販路開拓人材確保支援を通じて商品・サービスの

高付加価値化、事業の生産性向上に力強く挑戦する中小企業を強力に後押しすることが、経済循環拡大の

鍵である。 

当所は、平成 26 年３月に、平成 26～28 年度の３カ年の第 29 期行動計画『新たな日本再出発の礎を築

く－絶えざる進化により さらなる飛躍を－』を策定し、これまで２年間活動してきた。 終年度である

28 年度は、しっかりと各種事業に取り組み、成果を出す総仕上げの年とする。また、第 29 期行動計画の

実績や直面する課題を踏まえ、今後の商工会議所の活動の基本方針と工程表を定めた第 30 期（平成 29～

31 年度）行動計画を策定する。 

当所は、全国の商工会議所や会員企業のネットワーク力を 大限に活かし、「現場主義」と「双方向主

義」の徹底のもと、いかなる困難にも果敢に取り組み、「国民や企業から信頼され、期待される商工会議

所」を目指して、以下の諸事業を強力に推進する。 

 

○平成 28 年度事業活動項目 

１．復興の加速化と福島再生の早期実現 
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２．デフレ脱却と地方創生を目指した政策提言活動を再開 

３．新たな挑戦を行う中小企業をワンストップ・ハンズオンで支援 

４．地域の資源を徹底活用した地域力の再生・成長の促進 

５．企業の海外展開への対応強化 

６．地域・企業における少子化への対応や若者・女性の活躍を支援 

７．ネットワークを 大限に活用した「現場主義」「双方向主義」による商工会議所活動の推進 
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Ⅲ 関 係 団 体 等 

１．一般財団法人全国商工会議所共済会 

会 長 石田 徹（日本商工会議所専務理事） 

専務理事 久貝 卓（日本商工会議所常務理事） 

事 務 局 東京都千代田区内神田 1-17-9 TCU ビル６階  TEL （03）3518－0181 

職 員 数 ２名   基本財産  700 万円（日本商工会議所出捐額 50 万円） 

 

(1) 退職年金共済制度（昭和 38 年９月実施） 

① 本制度は、平成 16 年度にキャッシュバランス型（給付が、予め定められた指標利率に連動する）の枠組

みを導入し、「予定利率 1.5％」「指標利率は過去５年間に発行された 10 年もの国債の応募者利回りの平均

値。ただし上限は 1.2％」「掛金率 68‰（1000 分の 68）」で実施されている。指標利率については、昨年度

1.1％であったが、本年度は 0.9％へと引き下げられた。また、「予定利率」「指標利率（上限を含む）」「掛

金率」については、３年ごとの財政再計算による制度点検を行い、必要に応じて見直すこととしており、

本年度、第 17 回財政再計算を行った。その結果、「予定利率」「指標利率」「掛金率」は変更せず、現行通

りとすることとなった。なお、次回の財政再計算は平成 30 年度に行う予定。 

② 年金資産の運用については、「バランス型」（国内債券・国内株式・外国債券・外国株式の伝統的４資産

で構成）かつ「低リスク」を基本方針とし、信託銀行（１社）と投資顧問会社（１社）への委託により行っ

ている。本年度は、中国経済の急減速や新興国経済に対するリスク懸念、原油価格の低下などを背景に、

内外株価が下落するとともに、年度末にかけて円高が進行した。こうしたことを受け、内外株式・外国債

券の評価損が大きくなり、４資産全体の運用結果は予定利率を下回るものとなった。 

③ 年金資産運用の一環として、「年金資産運用評価・検討会議」を開催して運用委託先機関（信託銀行１社

と投資顧問会社１社の計２社）のヒアリングを実施し、市場の現状の分析や運用実績の評価等を行い、理

事会・年金委員会における審議の効率化を図った。 

④ 本制度の新規加入者は 213 名、退職者は 203 名で、本年度末現在の加入商工会議所等は 206 ヵ所 3,207

名となった。また、本年度末基金現在高（時価総額）は、178 億 43 百万円となった。 

⑤ 年金基金からの退職一時金給付は、本年度給付ベース 215 名（うち、年金受給資格者で一時金とした者

114 名）に対して 14 億 7百万円であった。一方、年金給付は 448 名（退職年金 444 名・遺族年金４名）に

対して３億 64 百万円であった。 

 

(2) 保健・福利厚生に関する事業 

① 労働災害保障特約付福祉団体定期保険（昭和 48 年４月実施）の加入商工会議所は 243 カ所 4,211 名、

死亡・高度障害保険金給付額は４件 600 万円で、掛金額の 57.9％が契約者配当金として還付された。 

② 災害保障特約付福祉団体定期保険（昭和 42 年８月実施）の加入商工会議所は 337 カ所 2,813 名、入院・

死亡・災害保険金給付額は 11 件 1,541 万円で、掛金額の 41.8％（本人・配偶者加入）が契約者配当金と

して還付された。 

③ 総合傷害補償制度（昭和 55 年１月実施）には傷害保険と所得補償保険があり、さらに平成 28 年１月に

「個人賠償責任補償」が加わった。傷害保険のオプションとしては、「携行品」と「住宅内生活用動産」の
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ほか、平成 28 年１月に「借家人賠償責任補償」が創設された。所得補償保険については、 長２年間補償

する短期型と、 長 60 歳になるまで補償する長期型の２種類がある。なお、傷害保険の加入商工会議所

は 68 カ所 492 名、給付は 20 件 67 万円。所得補償保険（短期型・長期型）の加入商工会議所は 16 カ所 20

名、給付はなかった。また、個人賠償責任補償の加入商工会議所は、９カ所 11 名、給付はなかった。 

④ 成人病特約付医療保険（無配当保険）（平成４年８月実施）には保険期間によって 80 歳型（定期医療保

険）と終身Ⅱ型（終身医療保険）があり、80 歳型の加入商工会議所は 141 カ所 336 名、給付は 45 件 507

万円であった。また、終身Ⅱ型の加入商工会議所は 25 カ所 31 名、給付は１件８万円であった（終身Ⅱ型

は平成 22 年６月をもって新規募集を終了）。 

⑤ 休業補償プラン（平成 11 年９月実施）の加入商工会議所は 22 カ所 56 名、給付はなかった。 

⑥ 福利厚生施設（宿泊施設）については、「豊友倶楽部（メンテルス大塚・メンテルス巣鴨）」と法人会員

契約し、各地商工会議所役職員 470 名の利用に供した。また、「マロウドイン赤坂」「シーサイドホテル芝

弥生会館」「お茶の水ホテルジュラク」「ホテルヴィンテージ新宿（９月 30 日をもって契約終了）」と契約

し、各地商工会議所役職員の利用に供した。 

 

(3) 教養の向上に関する事業等 

本共済会のホームページにより情報公開を行うとともに、広く一般の教養の向上を目的として、FP（ファ

イナンシャル・プランナー）による身近な生活設計に関するアドバイス、中小企業経営者向けの平易な企業

年金に関する解説のほか、経済・景気情報等の提供を行った。 

（ホームページ URL http://kyosaikai.jcci.or.jp/） 

 

(4) 債権・債務状況 

日本商工会議所と本共済会との間に記載すべき債権・債務関係はない。 

  



－484－ 

 

２．一般社団法人日本珠算連盟 

理 事 長 森田 悦男 

事 務 局 東京都千代田区内神田１-17-９ TCU ビル６階 

  TEL（03）3518-0188（代） 

事務局員数 ４名 

 

(1) 組  織 

単位連盟会員 258 団体、その会員は 3,969 名、特別会員８団体、都道府県代表会員 40 団体、賛助会員 23

社。 

役員は、理事長１名、副理事長４名、専務理事１名、ブロック主席理事３名、常任理事 10 名、監事２名、

職員３名。 

 

(2) 事業概況 

① 検定試験（受験者数） 

○珠算能力検定試験（１級－３級 1,221 カ所 125,773 名） 

＜当所からの事務委託＞ 

○珠算能力検定試験（４級－６級 1,206 カ所 48,540 名） 

＜当所からの事務委託＞ 

○珠算能力検定試験（準１･準２･準３級 440 カ所 8,349 名） 

○珠算能力検定試験（７級－10 級 883 カ所 29,652 名） 

○暗算検定試験（１級－６級 954 カ所 65,606 名） 

○暗算検定試験（準１･準２･準３級 327 カ所 4,746 名） 

○暗算検定試験（７級－10 級 439 カ所 5,073 名） 

○段位認定試験（準初段－十段 633 カ所 19,971 名） 

○読上算検定試験（１級－10 級 15 カ所 2,221 名） 

○読上暗算検定試験（１級－10 級 17 カ所 1,763 名） 

② 競 技 大 会 等 

○そろばんグランプリジャパン 2015  参加者 305 名（ジュニア部門 133 名、スクール部門 111 名、シニ

ア部門 61 名）（８月２日 於：兵庫県神戸市「兵庫県立文化体育館」） 

○2015 年全国あんざんコンクール 135 団体 16,552 名 

○2015 年全国そろばんコンクール 153 団体 18,086 名 

○各地珠算競技大会の支援・後援 149 カ所、賞状 783 枚、メダル 832 個 

③ 珠算指導者講習会 

＜基 礎＞７カ所 476 名 ＜低学年＞５カ所 538 名 ＜応 用＞10 カ所 343 名 

＜暗 算＞５カ所 205 名  計 27 カ所 1,562 名 

④ 研修会等 

○珠算セミナー 

参加者 74 名（４月 19 日、於：北海道札幌市「ホテルライフォート札幌」） 

○珠算セミナー 
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参加者 134 名（７月 21 日、於：福岡県福岡市「福岡商工会議所」） 

○珠算研究・実践発表会 

参加者 153 名（平成 28 年１月 10 日 於：愛知県名古屋市「愛知県産業労働センター」） 

⑤ 珠算指導者養成講習会 参加者 38 名（８月８日～10 日 於：東京都港区「チサンホテル浜松町」 

⑥ 優良生徒表彰  145 団体／賞状 4,461 枚、メダル 1,895 個 

⑦ PR チラシ（第 36 号）18 万枚 

⑧ 刊 行 物 「日本珠算」（年６回発行）第 648 号～第 653 号 
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３．一般社団法人日本販売士協会 

会 長 大島 博 

事 務 局 東京都千代田区内神田１-17-９ TCU ビル６階 

  TEL（03）3518-0190 

 

(1) 会員の状況 

正会員 27 団体、特別会員 113 団体、賛助会員（登録講師 708 名、個人９名、法人２社） 

 

(2) 事業の概要 

① 販売士制度の普及振興 

一般向けをはじめ、流通・小売業、リテールマーケティング（販売士）検定試験受験希望者、販売士

資格取得者向けに主として次のような PR 事業を実施したほか、販売士制度表彰「第９回表彰」を実施

した。 

○販売士制度に関する PR 映像（平成 26 年度制作）の活用による PR 

○リテールマーケティング（販売士）検定試験リーフレットの作成・配布（53,000 部） 

○優れた販売士、販売士制度に積極的に取り組んでいる企業等に対する表彰（第９回） 

・団体・法人表彰の部 ２件 

○通信教育講座の開講 

・２級更新 3,355 名 ・３級更新 3,272 名 ・２級養成 82 名 ・３級養成 54 名 

② 各地販売士協会等との連携事業および活動強化のための支援 

○地区別販売士協会運営懇談会等交流事業の実施 

地区内の販売士協会の情報交換の場として、全国３カ所（北海道札幌市、東京都千代田区、大阪府大

阪市）において運営懇談会等の交流事業を実施した。 

○流通・接客セミナーの開催のための協力・支援 

小売・流通業の新しい動向や販売促進のための接客のあり方等をテーマにした各地販売士協会主催の

「流通・接客セミナー」を支援した。（計 15 カ所） 

○販売士協会の設立および運営に関する指導・協力 

○各地販売士協会事業に対する後援 

○販売士養成講習会および販売士資格更新講習会の開催に対する助成（計 36 カ所） 

③ 講習会等講師の養成とスキルアップ支援事業の実施 

○講師登録研修会の開催 

｢平成 27 年度販売士養成講習会等講師登録研修会」を８月５日（水）・８月６日（木）、東京都千代田

区で開催した。 

○登録講師研修会等の開催 

当協会登録講師（賛助会員）の資質の向上と相互交流を図るため、10 月４日（日）、大阪府大阪市で

「登録講師向け３・２級販売士指導者講習会」、また、平成 28 年３月 11 日（金）、東京都千代田区で「販

売士セミナー（登録講師等研修会）」を開催した。 

○ 新流通（商業施設）視察会の実施 

平成 28 年２月 25 日（木）に神戸地区 新流通視察会を実施した。 
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④ 人材育成事業等の実施 

小売・流通業における優秀な人材の育成、確保を図るため、８月６日（木）、東京都品川区で「販売士講

座担当教員向け販売士育成講習会」を開催した。 

⑤ 広報活動 

当協会会員をはじめとする全国の販売士資格取得者に対する情報提供とともに、広く社会に販売士制度

を周知させるため、ホームページ、メールマガジン等による情報発信、会報「販売士」の発行などの広報

活動を行った。また、当協会広報委員会において、販売士制度の普及振興を目的とする、企業・教育機関

への訪問活動を実施した。 
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４．全国観光土産品連盟 

会 長 山本 泰人（東京ブランドみやげ品協会会長） 

副 会 長 久貝 卓（日本商工会議所常務理事） 他８名 

事 務 局 東京都千代田区内神田１-17-9 TCU ビル６階 

  TEL（03）3518-0193 

職 員 数 ２名 

 

(1) 第 56 回全国推奨観光土産品審査会の実施 

日本商工会議所と共催で 11 月 11 日、大手町サンスカイルームで開催。全国各地から応募の観光土産品の

中から公正表示、郷土色、食品衛生、品質、デザイン等の審査基準に基づいて審査し、全国推奨観光土産品

を選定した。この中から特に優れたものに大臣賞、日商会頭賞などの各賞を授与した。出品点数は 45 都道

府県の 603 社より 1,271 点（菓子 456 点、食品 660 点、民工芸品 155 点）。入賞品の表彰式は平成 28 年２月

５日、LEVEL XXI 東京會舘で開催した。 

＜大臣賞入賞作品＞ 

菓子の部＜厚生労働大臣賞＞創作生かるかん 橘かん 

食品の部＜農林水産大臣賞＞JA 静岡市茶産地めぐり 

民芸の部＜国土交通大臣賞＞着物ボトルウェア 侍 

工芸の部＜経済産業大臣賞＞仙台七夕 グラス 

他に当所会頭、全観連会長、全国連会長、日観協会長、全振連理事長、日専連理事長、日本商店連盟理事

長の各賞と当所会頭ならびに全観連会長努力賞が部門ごとに授与された。 

 

(2) 展示会等の開催・斡旋 

「ツーリズム EXPO ジャパン 2015」への参加 

９月 25 日から 27 日に公益社団法人日本観光振興協会／一般社団法人日本旅行業協会主催の「ツーリズム

EXPO ジャパン 2015」が東京ビックサイトで開催され、第 55 回審査会入賞品を展示 PR した。 

 

(3) 観光土産品等事業者セミナーの開催」 

全国観光土産品公正取引協議会共催により、観光土産品等事業者セミナーを開催。①５月 28 日、京都府・

リーガロイヤルホテル京都にて開催、講演テーマ「カリスマバイヤーが教える「売りたいもの」を「売れる

もの」へ」（株式会社オフィス内田・代表取締役会長 内田 勝規 氏）。②６月 26 日、香川県・高松商工会

議所にて開催、講演テーマ「瀬戸内の観光と土産品のあり方について」（NPO 法人アーキペラゴ・代表理事 

三井 文博 氏）。③６月 29 日、千葉県・三井ガーデンホテル千葉にて開催、講演テーマ「新しい食品表示

基準への対応と、実務上の大切なポイント」（株式会社ラベルバンク・代表取締役 川合 裕之 氏）。④７

月７日、山形県・山形商工会議所会館にて開催、講演テーマ「改正景品表示法と食品表示について」（公正取

引委員会事務総局東北事務所・取引課 小笠原 一博 氏）。⑤７月 16 日、宮城県・仙台商工会議所にて開

催、講演テーマ「景品表示法の概要について」（宮城県環境生活部食と暮らしの安全推進課・食品企画班主査 

齋藤 啓豪 氏）。⑥８月 28 日、富山県・富山県民会館にて開催、講演テーマ「「土産」を産出する環境づく

り～風土と営みから派生する「もの」と「事」～」（南砺市友好交流協会・谷本 亙 氏）。⑦10 月６日、沖

縄県・沖縄産業支援センターにて開催、講演テーマ「食品表示検定試験対策セミナー（中級）」（株式会社消
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費経済研究所チーフテクノロジスト・佐々木 康夫 氏）。⑧11 月４日、長野県・長野県工業技術総合セン

ターにて開催、講演テーマ「食品表示法について」（長野県地方事務所農政課）⑨11 月 16 日、岐阜県・羽島

市文化センターにて開催、講演テーマ「そのやり方は間違っている！地方発ヒット商品「本当の」作り方」

（株式会社ものめぐり・代表取締役社長・商品ジャーナリスト／元・日経トレンディ発行人兼編集長 北村 

森 氏）。⑩１月 28 日、兵庫県・神戸国際会館にて開催、講演テーマ(１)「新しい食品表示制度について」

（兵庫県農政環境部農政企画局消費流通課食品表示指導相談員 山田 奈央子 氏）。(２)「観光土産（地域

物産）のこれから～基幹産業化への取り組みと、地域間競争激化の中で～」（有限会社なにわ創信舎代表取締

役／マーケティングプロデューサー 原 テルキ 氏）。⑪２月 24日、山梨県・甲府商工会議所にて開催、

講演テーマ「新しい食品表示基準への対応と実務上の大切なポイント」（株式会社ラベルバンク・代表取締役 

川合 裕之 氏）⑫２月 24 日、広島県・ホテルセンチュリー21 広島にて開催、講演テーマ「景品表示法の

ポイントと 近の違反事例～食品を中心に」（公正取引委員会事務総局近畿中国四国事務所中国支所・取引

課長 村重 健太郎 氏）。 

 

（4）会  議 

第26回表彰委員会    平成27年４月21日 （一社）日本橋倶楽部 

監事会             ５月15日 TCUビル会議室 

理事会・第58回会員総会     ６月５日 東京国際フォーラム 

第１回運営委員会        ７月30日 （一社）日本橋倶楽部 

第２回  〃          11月11日 大手町サンスカイルーム 

第３回  〃      平成28年２月５日 LEVEL XXI東京會舘 

第４回  〃          ３月11日    〃 

 

(5) 今後の推奨審査会の在り方に関するヒアリング・意見交換会 

①経済産業省      平成27年12月16日 TCUビル会議室 

②日経BP社       平成28年１月12日    〃 

③観光庁            １月20日    〃 

④JTB              ２月４日    〃 

⑤地域活性プロジェクト     ３月16日 ㈱山本海苔店別館 

 

(6) 第 26 回全国観光土産品連盟会長表彰 

①有限会社八戸屋 代表取締役 八戸 信一 氏 

青森県むつ市新町 47-３ 

 ②有限会社長久保食品 代表取締役 篠原 福一 氏 

福島県いわき市好間町中好間字鍛冶内 28-２ 

③武甲酒造株式会社 代表取締役 長谷川 浩一 氏 

 埼玉県秩父市宮側町 21-27 

 

(7) 広  報 

｢観光土産品ニュース」第 62、63 号を刊行。全国推奨シールの作成・頒布。第 56 回全国推奨観光土産品

名簿を作成・配布するとともにホームページ、会議所ニュース等で全国推奨品を紹介した。 
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５．一般社団法人日本商事仲裁協会 

理 事 長 青木 宏道 

事 務 局 東京都千代田区神田錦町３-17 廣瀬ビル３階  TEL （03）5280-5200 

職 員 数 17 名 

 

(1) 商事紛争に関する仲裁・調停・斡旋 

① 仲裁 

1) 仲裁事件：平成 27 年度に取り扱った件数は、継続的売買・物品売買・ライセンス契約・建設請負等に

関する紛争について、新規申立て 211 件、前年度からの継続 26 件の合計 47 件であった。そのうち 13

件について仲裁判断が出され、９件は取下げにより終了した。この結果、次年度への継続事件は 25 件

となった。 

2) 協力協定の締結：６月 23 日に、ボゴタ商工会議所仲裁調停センターと ADR（裁判外紛争解決手続）推

進のために両機関が相互に協力することを約した協力協定を締結した。本協会が外国の ADR 機関と締結

した協力協定の累計は 49 となった。 

② 調停 

1) 国内商事調停規則に基づく調停事件の申立て：申立て事件なし。 

2) 国際商事調停規則に基づく調停事件の申立て：申立て事件なし。 

③ 斡旋 

本年度受理した事件は、なし。 

 

(2) 商事紛争に関する相談事業 

① 一般相談：相談・問合わせのうち、国際取引契約や商事仲裁等に関するものは、東京、大阪及び神戸の

３事務所で 271 件であった。 

② 法律相談：渉外弁護士による国際商取引等に関する専門的な法律相談を、東京、大阪及び名古屋の各事

務所で毎月開催し、その相談件数は合計 25 件であった。また、東京及び大阪の２事務所において開催し

ている中国専門法律相談の件数は合計で 15 件であった。一方、東京及び大阪の各事務所への商事調停に

関する相談・問い合わせの合計件数は３件であった。 

 

(3) 調査研究および普及活動 

① 調査研究等 

国内外の商事仲裁および国際取引に関する図書・文献・資料等を収集し、会員等の閲覧に供するなど有

効活用を行った。一方、名古屋事務所では、「国際取引研究会」を開催、製造委託契約を成功裏に導くため

の国際法務上の留意点等をテーマに、メンバー相互による調査･研究を行った。 

② 普及活動 

○中堅・中小企業への仲裁制度の普及啓発の強化 

海外展開に関心があり、又は展開中の中堅・中小企業に的を絞って、ピンポイントで啓発普及させる

試みを開始した。具体的には、日本貿易振興機構、日本貿易保険、日本商工会議所などの６政策支援機

関、経済産業省のトップに直接面談のうえ、各機関において中堅・中小企業を対象として、海外展開（貿

易、投資等）の政策支援・相談を担当する職員に対して、仲裁制度の研修の実施などを提案し、これま
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でに日本貿易振興機構、日本貿易保険と当協会との３団体が協力して全国主要都市でセミナーを開催す

ることを決定するなど成果が得られた。 

○国際商事仲裁・調停推進事業：（a）当協会単独または他機関との共催により、国際商事仲裁・調停制度

の普及と当協会利用促進を図るため、講演会・シンポジウム形式による各種セミナーを開催した。 

（b）各地商工会議所をはじめ関係機関に対する仲裁・調停制度の普及に向けて説明機会を求めるとと

もに、説明会等への講師派遣の要請に積極的に応じた。（c）仲裁の有用性についての学生及び社会一般

の認知度高揚と仲裁専門家の育成のため、学生対抗の第９回模擬国際仲裁日本大会（主催：国際商取引

学会、協賛：当協会他）が同志社大学で開催され、当協会は大会運営に協力を行った。 

○国内 ADR 推進事業：ADR 法に基づく認証紛争解決事業者として、商工業者に対し商事取引に伴う紛争処

理の未然防止や ADR を含む紛争解決制度の概要等を広く PR するため、事業パンフレット等を関係機関

に送付するとともに、各地商工会議所他関係機関等主催の説明会・講習会・セミナー等に役職員を派遣

するなどの普及活動を行った。一方、東京商工会議所の協力を得て、中小企業相談センター窓口専門相

談の中で、毎月１回弁護士による ADR 相談を含む「仲裁に関する法律相談」を実施、45 件の相談を受け

た。また、経済産業省から委託を受けて作成した「調停人養成教材（基礎編・中級編・法的知識編）」

（DVD）の貸し出しなどを通じ、その普及に努めた。併せて、ADR 関係諸機関との連携・協力を図った。 

○広報活動：月刊機関誌「JCA ジャーナル」・英文広報紙「JCAA Newsletter 第 34 号・35 号」の発行のほ

か、ホームページを通じ、本協会の活動等の 新情報を会員はじめ広く一般に提供した。 

○講習会等の開催：東京・名古屋・大阪・神戸の各都市で、商事紛争・取引契約・その他各国地域の仲裁

事情等をテーマに計 17 回のセミナー・講習会を開催し、仲裁・調停制度の普及活動を行うとともに国

際契約等に関する各種情報提供を行った。 

 

(4) カルネ事業 

日本商工会議所の委託を受け発給しているカルネ（免税扱一時輸入通関手帳）の発給件数は、平成 27 年

度は、対前年度比で約 3.4 増（268 件増）の 8,236 件であった。また、日本発給の ATA カルネ通用国・地域

は、インドネシア（５月）が加わったため、加盟国は 75 の国／地域に拡大した。 

なお、カルネ事業の普及推進のため、当協会発行の月刊誌「JCA ジャーナル」にカルネの広告を毎号掲載

するとともに、日本商工会議所発行の「会議所ニュース」・「石垣」にカルネ広告を継続して掲載したほか、

大阪商工会議所の「大商ニュース」 

などにも広告を掲載し、カルネ事業の PR に努めた。 
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６．一般財団法人日本ファッション協会 

理 事 長 馬場 彰 

副理事長 平井 克彦、滝 一夫、石田 徹（当所専務理事） 

理 事 25 名  監 事 ３名  評議員 34 名  顧 問 ５名  参 与 13 名 

相 談 役 岡田 卓也 

事 務 局 東京都千代田区神田神保町１－５－１神保町須賀ビル７階 

 TEL：(03)3295-1311 

職 員 数 13 名（契約社員等含む）   設 立  平成２年４月４日（通商産業大臣認可） 

基本財産 9 億 8,698 万円（平成 28 年３月 31 日現在）  出捐企業・団体数 163 

賛助会員数 140 

 

(1)協会の役割 

本協会は、ファッションが多くの人々の共感を得て受け入れられ、生活文化へと発展する源であるとの認

識に基づき、ファッションの向上を図ることを目的として、平成２年４月に設立された。その目的を達成す

るため、具体的には、アジア地域との相互理解・相互交流とファッションビジネスの促進支援、心の豊かさ

を育む地域再生プロジェクトの推進、新たな生活文化の創造に貢献する活動に対する顕彰など、豊かな生活

文化の創造を目指した事業を展開。一般財団法人に移行（平成 24 年２月１日）後も、これら事業を公益目的

事業として実施している。 

 

(2)事業概要 

① アジアにおける生活文化の向上を図るとともに、相互にファッションビジネスを活性化させ、アジア

ファッションの世界への発信を目的とする「アジアファッション連合会」は現在、日本、中国、韓国、シ

ンガポール、タイ、ベトナムの６カ国が加盟し活動を展開。今年度は、日本側の提案により年次大会を中

心とした運営を改め、二国間あるいは多国間の交流による共同事業など、より自由度の高い体制で運営す

ることになった。 

② 平成 15 年度より「生活文化創造都市」構想の普及に取り組む中、本年度は 11 月に山形県鶴岡市でシン

ポジウム「鶴岡地域会議」のほか、同市内の関連施設を巡る視察会を実施した。一方、26 年度に作成した

「生活文化創造都市類型別事例集」の配布など、当協会の活動を地方自治体等にアピールするとともに、同

事例集の販売に努めた。また、地域相互の経験と知見の交流の場として平成 22 年に開設した地域情報発

信 web サイト「まち自慢ドットネット」を本年 12 月に当協会ホームページ内に移行し、平成 28 年３月末

までに 132 件の地方自治体、商工会議所、観光協会などの情報を発信した。 

③ 良質な映画を推薦・上映する「シネマ夢倶楽部」では毎月、同倶楽部が推薦する映画の紹介記事を「シ

ネマ 21PLUS（プラス）」はじめ各紙（誌）に掲載したほか、毎月の定例上映会（試写会）を年間 14 回（事

業開始から累計 172 回）開催した。また、今年国内で公開された新作映画の中から、推薦委員が選定した

ベストシネマ上位３作品に贈る「ベストシネマ賞」、映画を通して文化や生活、社会の発展などに貢献の

あった団体、プロジェクト、企業などに贈る「シネマ夢倶楽部賞」、新進気鋭の監督・作品に贈る「推薦委

員特別賞」、大切な人に見てほしい映画の中から選定する「東京新聞映画賞」の表彰式（「日本クリエイショ

ン大賞 2015」と合同で実施）を平成 27 年３月に開催した。一方、未来に向けて新たな足跡を残しうる優

秀なクリエイションワークを顕彰する「日本クリエイション大賞 2015」では、133 の候補案件の中から、
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世界中の研究者が挑戦してきた夢の素材「クモの糸」の人工合成に成功したベンチャー企業が大賞を受賞

したほか、国際性、社会性、革新性などが評価された「日本クリエイション賞」３件を選定し、表彰を行っ

た。 

④ 世界のクリエイターに評価の高い東京の５地点（原宿、渋谷、代官山、表参道、銀座）のストリートファッ

ションを発信するウェブサイト「style-arena」は、月平均 400 万ページビュー、42 万ユニークブラウザー

と、日本のファッション･ウェブマガジンの中でも上位を維持した。特にアジアを中心に海外からのアク

セスが半数以上にのぼり、日本のファッション文化を国内外に伝えるウェブサイトとなっている。今年度

は同サイトのリニューアルの実施とともに、コンテンツの拡充を図り、動画も積極的に取り入れた。また、

季節ごとのストリートトレンドをまとめた「ファッションレポート」は、速報性を高めた「FLASH」版を発

行したほか、ヘア＆メイクや皮革、小物など各方面の有識者を集めた『ファッションミーティング』を行っ

た。 

⑤ 働く女性の“今”から豊かな生活文化のあり方を考察、提唱する「Urara:kai」（うらら会）は、外部講

師を招いたセミナーや例会、「出会いをチャンスに変える術」をテーマにしたシンポジウム、大学生との意

見交換会を開催したほか、うらら会のホームページを通して活動内容を積極的に発信した。 

⑥ セミナー事業として、ファッション講座、繊維ファッション土曜塾、大人ファッション会議など延べ 17

講座（参加 209 名）を実施したほか、団体等からの依頼を受け、６回に亘りセミナー講師や委員としての

派遣を行った。 
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７．株式会社カリアック 

代表取締役 青山 伸悦（日本商工会議所理事・事務局長） 

所 在 地 東京都港区芝大門１-１-30 芝 NBF タワー  TEL（03）4431-1327 

 

(1) 会社の目的 

①商工会議所事業に関連する教育・出版事業 

②商工会議所事業に関連するインターネットなど情報技術活用事業 など 

 

(2) 会社の概要 

①設立登記日 平成４年６月 10 日 ②本店所在地 東京都港区 

③資 本 金 5,000 万円（各地商工会議所等からの出資） 

④役 員 取締役４名   監査役１名（平成 28 年３月 31 日現在） 

代表取締役：青山 伸悦（日本商工会議所理事・事務局長） 

専務取締役：小松 靖直（日本商工会議所情報化推進部長） 

取 締 役：久貝 卓（日本商工会議所常務理事） 

取 締 役：杤原 克彦（日本商工会議所理事） 

監 査 役：坪田 秀治 

⑤従業員数  ３名 

 

(3) 事業概要 

① 出版部門 

・当所・全国商工会連合会編集による販売士検定試験ハンドブック（１～３級）・過去問題、日商簿記３級

検定試験のテキスト・過去問題の販売を通じて、産業人材育成に寄与している。 

・日商簿記３級テキストについては、各地商工会議所が開催する簿記講習会および独習者の利用を念頭と

して、早稲田大学の片山覺名誉教授の監修により、蛭川幹夫教授・早田巳代一教授に執筆いただき刊行

している。本年度は、平成 28 年度からの日商簿記勘定科目の改訂に対応して、改訂を行った。 

 

  



－495－ 

 

８．公益財団法人日本容器包装リサイクル協会 

代表理事理事長  足立 直樹 

理 事 19 名   評 議 員 51 名 

事 務 局 東京都港区虎ノ門１-14-１ 郵政福祉琴平ビル２階  TEL（03）5532－8597 

職 員 数 33 名   基本財産  １億 2,028 万５千円 

 

当協会は、平成 27 年度において、「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」（「容リ法」）

に基づく指定法人として、①ガラスびん（無色・茶色・その他の色の３種）、②PET ボトル、③紙製容器包装（除、

紙パック・段ボール）、④プラスチック製容器包装、の再商品化（リサイクル）を実施した。 

 

(1) ４つの素材で容器包装の再商品化業務（リサイクル）を実施 

① 特定事業者が負担する“再商品化委託料”でリサイクルを実施 

ガラスびん、PET ボトル、紙、プラスチックなどの「容器」や「包装」を利用して商品を販売・輸入し

ている事業者および「容器」を製造している事業者（以下、「特定事業者」という）は、それら容器や包装

が各家庭から分別排出された後は、容リ法の定めで、リサイクルの義務を負っている。 

このため、当協会は、容リ法 21 条に基づく指定法人として、特定事業者からリサイクルに必要な費用

として支払われた“再商品化委託料”をもって、当該事業者に代わって、使用済み容器包装のリサイクル

を行った。平成 27 年度に、当協会にリサイクル義務の履行を委託した特定事業者は、80,059 社（平成 26

年度は、78,430 社）であった。 

② 市町村への資金拠出を実施 

イ．容リ法第 10 条の２に基づいて、市町村への資金拠出を実施 

平成 20 年４月から施行されている容リ法第 10 条の２に基づく「市町村への資金拠出制度」は、市町

村等が当協会に引き渡す分別基準適合物について、品質面で異物混入や汚れ等の品質を改善する努力に

よって効率化された分と費用面で効率化された分の寄与に応じて資金拠出する仕組みである。平成 21

年度以降、毎年９月に、関係市町村および一部事務組合（以下、「市町村等」という）への資金拠出を

行っている。平成 27 年度においては、1,428 市町村等に対して、総額約 13億 9 千万円の拠出を行った。 

ロ．有償入札に伴う与信管理と市町村等への拠出 

PET ボトルおよび紙製容器包装の再商品化委託に係る有償入札に伴う収入について与信管理を厳格に

行うとともに、これら収入については引き続き、個別市町村等に対して、“引き取り量”および“再商品

化委託単価”に応じた資金拠出を行った。平成 27 年度中の 1,145 市町村等への拠出実績は約 67 億 7,700

万円（平成 26 年度は、1,162 市町村等で約 103 億 1,900 万円）となった。 

③ 分別収集物を保管する全国 1,644 施設ごとに電子入札でリサイクル業者を選定 

平成 28 年度の入札を希望する再商品化事業者を７月に募集した。入札のための登録審査は、再生処理

施設の内容・水準、リサイクル製品の規格値、販売能力や財政的基礎など、第三者の技術専門機関の協力

を得て、再生処理ガイドライン・審査マニュアル等に基づいて行った。 

当協会では、以上の審査に合格し登録された事業者を対象に、保管施設ごとに一般競争入札を行い、分

別基準適合物ごとの落札事業者（ガラスびん 56 社、PET ボトル＜上期＞47 社、紙 46 社、プラスチック 52

社）を選定し、再商品化実施契約を締結した。 

なお、「PET ボトルの再商品化業務」は、経済情勢の急激な変動などに柔軟に対応するため、平成 25 年
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度に年２回（上期・下期）入札を暫定実施したが、平成 26 年度以降は、上期・下期の年２回入札を正式な

制度として継続実施している。 

 

(2) 再商品化業務の一層の改善と円滑化 

各素材の容器包装とも、市町村から引き取る分別収集物の一層の品質改善を促すために、当協会からリサ

イクルを委託している再商品化事業者の協力を得ながら、「品質調査」を厳正に実施するとともに、品質改善

に向けたアプローチに力を注いだ。 

特に、容器包装リサイクルの対象素材の中でも、圧倒的なボリュームを占める「プラスチック製容器包装」

の分別収集物の品質改善は、リサイクルの効率的・効果的な実施のための重要課題として、力を入れて取り

組んだ。当協会では平成 20 年度から、プラスチック製容器包装のベール（＝分別収集したものを圧縮し、結

束材で梱包したもの）の品質改善に向けて、市町村担当者を対象とした「出前講座」（テーマ：プラスチック

製容器包装収集物の品質改善等）を実施し、平成 27 年度は 15 市町村等で開催し、352 名が参加した。 

 

(3) 容リ法の適正な遂行と運用の厳格化 

① 不正および不適正行為の防止 

当協会は、平成 27 年度再商品化業務の実施に当たって、再商品化事業者との契約に基づくコンプライ

アンスの徹底や不当利益を意図した当協会への虚偽の報告がないか等、種々の不正防止策を実行し、不適

正行為の防止を図った。また、再商品化業務の公正性を担保するために、「再商品化実施に関する不適正

行為などに対する措置規程」の一層の整備を行った。 

② 再商品化義務の不履行事業者（ただ乗り事業者）への対応 

主務省においては、容器包装の再商品化義務履行に関して、「ただ乗り事業者」（＝リサイクル義務を負っ

ているにも拘わらず委託申込みを行わない事業者、申込み・契約をしながら委託料金を未払いの事業者等）

への対策を継続的に行っているが、当協会においても前年度に引き続き、次に掲げる自主的な取り組みを

継続・強化した。 

・国のただ乗り事業者対策に係る情報提供として、国からの要請に基づき各種特定事業者の申込関連情報

データを提出 

・過去に申込手続きをしていない年度が存在する事業者に対して文書によりリサイクル義務履行を要請 

・特定事業者間の相互牽制の観点から“再商品化義務履行者リスト”を当協会ホームページに掲載 

・全国各地の関係事業者に義務履行を呼びかけるため、日本商工会議所・全国商工会連合会を通じて各団

体が発行する広報媒体や相談窓口を通じて普及啓発活動を実施  等 

 

(4) 商工会議所・商工会への業務委託 

当協会では、政令（平成７年 12 月 14 日、容リ法施行令）に基づいて、主に全国の主要都市に拠点を置く

日本商工会議所と町村郡部に拠点を置く全国商工会連合会に業務委託を行い、その全国ネットワークの中

で、各地の特定事業者からリサイクル委託申込受付業務を行った。 

また、当協会と各地商工会議所が連携し、特定事業者向け説明会（19 都市・20 回開催、902 名参加）が開

催され、普及啓発に結び付いた。 
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平成 27 年度再商品化委託申込件数（契約ベース）・金額 

全体 
（合計） 

件数 金額（消費税込） 
    19,759 件  

(100.0%) 
    47,230,390,007 円

（100.0%） 

申
込
内 
訳 

商工会議所 5,441 件  （27.5%) 6,787,956,518 円 （14.4%）
商工会 2,382 件  （12.1%) 1,045,044,698 円  （2.2%）
特定事業者から直接 11,408 件  （57.7%) 37,154,572,504 円 （78.7%）
OPC 528 件   （2.7%) 2,242,816,287 円  （4.7%）

 

（備考）１．本表の“件数”では、新聞販売所、コンビニエンスストア（フランチャイズの直営

店は除く）等が、一括代理人契約で本部一括申込みとしている場合には、本部（１

法人）を１件とカウントしている（＝個店を１件とカウントしていない）。 

  ２．内訳のうち、OPC（協会オペレーションセンター）の件数・金額は、全国の商工会議

所・商工会での申込受付締切後に、特定事業者から当協会に直接申込みされた実績。 

  ３．本表の実績は、28 年３月末日現在の年度締め時点での数値。 

 

(5) 容器包装リサイクルに関する情報の収集・提供および普及啓発 

新聞・テレビ・雑誌などマスメディアからの取材要請に対応し、容リ法に基づく諸施策や当協会が行う容

器包装リサイクルの具体的な状況について、社会一般に対して正確に報道されるよう情報を提供した。また、

容リ法の対象８素材の関係団体で組織する３Ｒ推進団体連絡会との情報交換を実施し、リデュース（発生抑

制）、リユース（再使用）、リサイクル（再利用）の３Ｒの広報展開に関する意見交換を行った。 

「広報専門委員会」（平成 22 年度からスタート）のメンバーである外部の有識者や行政関係者の意見要望

や具体的な改善提案などを当協会の広報活動に積極的に反映し、当協会 HP における消費者向けコンテンツ、

市町村向けコンテンツの制作等を行った。 

また、講演会やセミナーへの講師派遣も積極的に行うとともに、環境展など各種イベントへの後援・協賛・

出展などを行った。 
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