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Ⅰ 総括的概要 

 

Ⅰ．地方創生と中小企業の活力強化を両輪とした成長を強力に支援 

～潜在成長率の底上げに向けて～ 

【中小企業の活力強化】 

１．創業、成長、承継等に向けた中小企業の挑戦を支援 

（１） 大事業承継時代への強力な対応 

①事業承継税制の抜本拡充（納税猶予 100％引上げ等）が実現 

経営者の高齢化や後継者難等による廃業により、中小企業者数は、この５年間で約 40 万者減少

している。加えて、間もなく団塊世代の経営者約 30 万人が 70 歳を迎え、中小企業の「大事業承

継時代」が到来する。 

「価値ある事業」が次世代に引き継がれることにより、わが国中小企業が活力を取り戻すため、

事業承継税制の抜本的な拡充に向けて、2017 年 7 月、全国の会員企業を対象に「事業承継の実態

に関するアンケート調査」（回答件数 3700 件）を実施した。全国の会員企業の声を踏まえ、意見

をとりまとめ、全国の商工会議所と緊密に連携し、政府・政党に要望活動を展開した。 

要望の実現に向けて、2017 年 11 月 16 日（木）に、全国の商工会議所から約 350 名の会頭等の

参加を得て、「事業承継税制の抜本拡充推進大会」を開催した。同大会は、自由民主党・宮沢洋一

税制調査会長および同党・城内実経済産業部会長を来賓に招き、事業承継税制の抜本拡充が全国

の商工会議所と中小企業の総意であることを政府・与党に強力にアピールした。 

全国の商工会議所をあげて陳情活動を展開した結果、平成 30 年度税制改正において、事業承継

税制は、商工会議所の意見が数多く盛り込まれ、画期的な制度へと抜本的に拡充された。 

＜主な内容＞ 

・猶予対象株式の制限（発行済議決権株式総数２／３）撤廃、納税猶予割合 100％への引上げ 

・雇用維持要件の実質撤廃 

・経営環境変化に応じた減免制度の創設 

（株式売却や廃業の際に株価を再計算し承継時との差額を免除） 

・複数承継（配偶者や従業員からの贈与・相続や後継者が複数（３人まで）での承継） 

 

②都道府県単位の「事業引継ぎセンター」「事業承継ネットワーク」等の事業承継施策への協力 

中小企業庁は、主にＭ＆Ａや親族外承継を支援する「事業引継ぎ支援センター」を 47 都道府県

に設置した。そのうち 32 カ所は商工会議所が設置主体となっており、行政と連携し、中小企業等

の事業承継を後押しした。事業引継ぎ支援センターの 2017 年度の活動状況は、中小企業・小規模

事業者 8,526 社の相談に対応、事業引継ぎの成約件数は 687 件と、窓口相談企業数、事業引継ぎの

成約件数ともに大幅に増加している。 
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また、中小企業庁が全国 19 県に設置した「事業承継ネットワーク」にも、設置県内全ての商工

会議所が参加し、そのうち６県では商工会議所が事務局を受託した。 

2018 年２月、「商工会議所の事業承継支援事例集」を作成し、商工会議所が行う先進的な事業承

継支援の取組みを全国に水平展開した。加えて、中小企業庁作成の「事業承継５ヶ年計画」、中小

企業庁発行の「事業承継マニュアル」、中小企業基盤整備機構の「事業承継セミナー」等を活用し、

各地商工会議所と円滑な事業承継を推進した。 

 

（２）創業・新事業展開等への挑戦支援 

①中小企業の挑戦を後押しする成果（アウトカム）に基づく中小企業政策の推進、要望とりまとめ 

中小企業の挑戦を後押しする中小企業関係施策の推進するため、全国の商工会議所へのアン

ケート調査結果等に基づき、中小企業経営専門委員会や小規模事業者支援ワーキンググループ等

で検討を行い、2017 年７月に、「平成 30 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、政府・政党に提出した。 

 

②各地商工会議所における創業の推進支援 

中小企業庁は、一定の基準を満たす創業スクールを「認定創業スクール」、一定の要件を満たす

地域独自のビジネスプランコンテストを「連携コンテスト」として認定しており、認定創業スクー

ルは30商工会議所、連携コンテストは４商工会議所が認定された。 

中小企業庁主催の「第４回創業スクール選手権」では、３商工会議所の創業スクール受講生が

ファイナリストに選出され、「宝塚商工会議所」の受講生が経済産業大臣賞(創業スクール大賞)を

受賞した。優れた創業スクール事業を表彰する「創業スクール10選」に、三島商工会議所、岡山

商工会議所、宮崎商工会議所、川内商工会議所が選定された。 

産業競争力強化法に基づく創業支援事業計画では、2017年12月時点で、商工会議所地区で509件

の計画が認定され、そのうち、商工会議所が創業支援事業者として関与する計画は483件（関与率

95％）、2017年度に国の創業支援策に関わる商工会議所は、422商工会議所（重複除く）（関与率82％）

となっている。 

 

  ③フィンテック・決済の高度化（ＸＭＬ電文移行・金融ＥＤＩ）への対応 

～「中小企業の生産性向上に向けた FinTech の活用に関する意見」を表明～ 

革新的な金融サービスと IT を融合させる「フィンテック」が、「未来投資戦略 2017」（６月９日

閣議決定）において、重点５分野の１つに盛り込まれた。中小企業がフィンテックを生産性向上

が実現するチャンスと捉え、積極的に活用できるようにするため、中小企業や商工会議所、国に

おける今後の対応等をとりまとめた「中小企業の生産性向上に向けた FinTech の活用に関する意

見」を６月 16日に公表し、経済産業省や金融庁はじめ政府・政党等関係各方面に提出した。 

2018 年 12 月 25 日に稼働予定の「ZEDI（全銀 EDI システム）」に対しては、金融庁「決済高度化

官民推進会議」、一般社団法人全国銀行協会「ＸＭＬ電文への移行に関する検討会」、一般社団法

人全国銀行資金決済ネットワーク「全銀ネット有識者会議」等にて、中小企業・小規模事業者の

生産性向上に資する環境整備を求めるとともに、低費用負担・低事務負担での利用等を要望した。 
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「ZEDI」の周知・普及に向けて、中小企業委員会（2017 年９月）で全国銀行協会の説明機会を提供

したほか、各地商工会議所への講師派遣・チラシ送付に協力した。 

 

④知的財産の創造・保護・活用の促進による中小企業の競争力強化 

 ～中小企業の特許料金の一律半減制度が実現～ 

知的財産戦略本部検証・評価・企画委員会や産業構造審議会知的財産分科会、新設された不正

競争防止小委員会や基準認証小委員会等の政府会議への参画、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。知的財産の経営戦

略への活用促進に向けた商工会議所の要望活動が結実し、かねてより要望していた「中小企業を

対象とした特許料金の一律半減制度」を盛り込んだ特許法改正法案が国会に提出された（2019 年

４月より施行の見込み）。 

中小企業が知的財産を円滑に創造・保護・活用できる環境の実現に向けて、2018 年３月、「知的

財産政策に関する意見」をとりまとめた。特許裁判における損害賠償額の引上げ、特許料金の一

律半減制度を盛り込んだ特許法改正法案の早期成立と周知、特許等申請手続きの簡素化、知財の

事業性評価を活用した融資制度の普及、侵害サイトに誘導するリーチサイト等の実態解明と法制

面・技術面での早急な対策等の実現を知的財産戦略本部、特許庁、内閣府等へ働きかけた。 

さらに、各地商工会議所や関係機関と連携し、幅広いテーマのセミナーを開催し、中小企業に

知的財産の普及・啓発を行った。東京商工会議所や特許庁、(独)日本貿易振興機構等との共催に

より、「中小企業のための技術契約」（初級編：６月 22 日 中級編：６月 26 日、計 187 名参加）

や「中小企業のための模倣品対策・海外知財訴訟リスクセミナー」（大阪：７月３日 東京：７月

４日、計 294 名参加）、「海外進出のリスクとその対策（知的財産編）」（１月 15日、77 名参加）を

開催した。 

 

⑤商工中金等との連携による中小・中堅企業の経営支援の強化 

株式会社商工組合中央金庫（商工中金）との「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」（2014 年 12 月９日）に基づき、商工中金本店との連絡会議を行い、情報交換を実施

した。各地商工会議所と商工中金の各支店は、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」等連携の

幅を拡大させた。 

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、2014 年 12 月の「商工会議所と商工

中金との連携事例集（第１版）」、2015 年 10 月の「商工会議所と商工中金との連携事例集（第２版）」

に続いて、2017 年２月には「商工会議所と商工中金との連携事例集（第３版）」を発行した。各種

経営指導員向け研修会やイントラネットでの配信等により、各地商工会議所と商工中金各支店と

の協力・連携の促進を後押しした。 
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⑥定例会議・委員会等における各地商工会議所による取組み事例・ノウハウの提供 

各地の商工会議所において実施されている先進的、独創的である取組みの横展開を図るため、

中小企業委員会にて、11の特徴的な取組みを事例紹介し、ノウハウの共有を図った。 

 

（３）小規模事業者の経営力の向上 

①「伴走型の事業計画策定・実行支援×IT活用支援」の推進 

（小規模事業者持続化補助金、IT 導入補助金、伴走型小規模事業者支援推進事業等） 

   ～各地商工会議所の経営発達支援計画の策定・実行を支援～ 

事業計画策定・実行支援につながる「小規模事業者持続化補助金」の申請支援は、平成28年度

（2016年度）第２次補正予算事業（５種類の型により実施）のうち、2017年度内の公募分の「追加

公募分（４月14日公募開始）」、「九州北部豪雨災害対策型（８月17日公募開始）」は、515商工会議

所で計9,400件となった。事業計画策定支援に関する参考情報、各地商工会議所における対応要領

（マニュアル）等の情報提供を行うほか、「九州北部豪雨災害対策型」の公募開始後、対象地域の

商工会議所に出向いて制度説明を行う等により、各地の申請支援をサポートした。（再掲） 

ＩＴ導入補助金では、ＣＣＩスクエア等で公募情報等を周知したほか、公募開始に合わせて、

数多くある IT サービス（ツール）から自社に適した IT サービス（ツール）が見つけ出すための

一助としてもらうための「中小企業活力増強のための IT サービス・レシピ」を公表した。 

「伴走型小規模事業者支援推進事業」は、2017年３月時点で経営発達支援計画認定を受けた303

商工会議所のうち、229商工会議所が活用し、管内小規模事業者の事業計画策定・実行を支援した。 

経営支援における IT 活用の推進に向けて、2018年２月の常議員会で、アクサ生命保険株式会社・

株式会社マネーフォワードとの「クラウド会計等の導入・活用支援事業」を報告した。 

 

②経営力向上計画策定の促進、ローカルベンチマークの活用 

 ～中小企業等経営強化法に基づく「経営力向上計画」の認定取得を支援～ 

中小企業等経営強化法に基づく「経営力向上計画」について、常議員会や中小企業委員会、専

務理事・事務局長会議、各種研修会等において、制度のポイントや計画実行のための支援措置等

を周知し、認定取得・制度活用を呼びかけた。同計画の認定数は、2017年３月末の18,242社から、

2018年３月末には52,214社へと大幅に増加した。 

「ローカルベンチマーク」について、４月に経営指導員を対象とした研修会を開催するとともに、

全国９ブロックでのブロック別中小企業相談所長会議等（計 421 名参加）で説明を行い、活用を

促進した。また、日本商工会議所青年部にて、経済産業省と連携した勉強会を開催し、経営者の

観点からの改善点や活用策等について検討を行った。 
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③小規模事業者経営改善資金融資（マル経融資）や小規模事業者経営発達支援資金の利用促進、 

信用保証制度の見直しの周知、経営者保証ガイドラインの普及 

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、2018 年２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・小規模事業者に対する事業承継支援に関する相談、設備

投資等に伴う新規融資の相談状況等を継続的に調査し、結果を各地商工会議所に周知した。 

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、

商工会議所の 2017 年度の推薦実績は、件数 24,284 件（前年度比 101.6％）、金額 1,648 億 488 万

円（同 105.4％）であった。商工会を含む全体の融資実績は 2,701 億 9,176 万円（同 105.1％）。 

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（マル経等基礎研修会）を実施した。 

また、2016 年度から新設された、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した「小規模事業者経営発達支援資金」の融資実績は、

93 件、13億 3,430 万円となった。 

信用保証制度について、中小企業庁「金融ワーキンググループ」において、2015年11月以来、

信用保証制度のあり方について検討し、中小企業の資金繰りの円滑化の観点から見直し等、商工

会議所の意見が盛り込まれた「中小企業の経営の改善発達を促進するための中小企業信用保険法

等の一部を改正する法律案」が2017年６月に参議院で可決・成立し、10月に政省令が公布された

（施行は2018年４月）。同制度の改正の趣旨および概要［信用保証協会と金融機関との連携を通じ

た「保証付き融資」と「プロパー融資」によるリスク分担、創業期における保証協会付き融資の

限度額の拡充（1000万円→2,000万円）、小規模事業者向け小口融資の保証協会付き融資の限度額

の拡充（1,250万円→2,000万円）、セーフティネット保証の迅速な発動とセーフティネット保証第

５号（不況業種）の保証割合の縮小（100%→80％）］等について、各地商工会議所に周知した。 

「経営者保証ガイドライン」について、各地商工会議所に周知するとともに、中小企業等の経営

者に専門家を派遣・助言を行う「専門家派遣事業」等を周知し、同ガイドラインの普及に努めた。 

 

④各地商工会議所や中小企業に役立つ情報の提供、商工会議所の取組みや意見を対外的にアピール 

ⅰ）中小企業における地球温暖化対策への貢献の一環として「商工会議所環境アクションプラン」

を策定 

12 月 21 日、エネルギー・環境専門委員会は「商工会議所環境アクションプラン」を策定した。

中小企業が様々な経営課題を解決して生産性向上等を図る際、省エネ視点も加味して取組むこと

を推奨する内容で、各地商工会議所へアクションプランの策定や、省エネを加味した経営支援の

展開を呼びかけた。 

 

ⅱ）「日商エネルギー・環境ナビ」を通じた情報発信 

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組みを

「日商エネルギー・環境ナビ」を通じ対外的にアピールした（記事 55 本、ツイッター500 回発信）。 

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」に

ついて、2018 年３月末現在の利用登録は 463 社にのぼっている。 
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ⅲ）商工会議所エネルギー・環境担当職員向け研修会の実施 

2018 年１月 29 日・30 日、エネルギー・環境担当職員向けに「エネルギー・環境問題の現状に

関する研修会 ～地域の視点から考える～」を開催した（各地商工会議所から 12 名参加）。資源

エネルギー庁から、エネルギー・環境を巡る現状と今後の動向や省エネ補助金概要、広島商工会

議所から取組み事例発表、ジャーナリスト・環境カウンセラーの崎田裕子氏から地域におけるエ

ネルギー活用の講演等があった。２日目は、(株)リーテムの東京工場を視察し、同社が取り組む

廃棄物の再資源化について説明を受けた。 

 

ⅳ）「容器包装リサイクル事業」を通じた循環型社会の形成促進、「汚染負荷量賦課金徴収業務」の

円滑な実施 

公益財団法人日本容器包装リサイクル協会の委託業務「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「公害健康被害補償業務（汚染負荷量賦課金の徴収業

務）」について、実施商工会議所の協力を得て円滑に実施した。 

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」については、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。 

 

⑤デジタルガイドブックによる情報提供 

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、商工会議所および行政機関等が作成した中小企業の経営に資す

る各種資料、ガイドブック、パンフレット等を電子書籍形式で提供する「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（2018 年３月末現在 295 タイトル

掲載。前年同期比 68 件増）。  

 

（４）取引適正化への取組み 

   ～消費税率引上げ・軽減税率導入に向けた支援を強化～ 

①取引適正化に向けた施策の周知・普及および経営力強化に向けた経営支援の推進 

親事業者と下請事業者双方の適正取引や付加価値向上、サプライチェーン全体にわたる取引環境

の改善を図ること等を目的とした「未来志向型の取引慣行に向けて(世耕プラン)」、下請代金支払

遅延等防止法の遵守、金融繁忙期の下請事業者の資金繰りへの配慮、原材料価格等の上昇への配慮、

消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保等の親事業者への要請といった「下請取引の適正化」における

施策のほか、中小企業が抱える取引上の悩みに対し専門の相談員や弁護士が問題解決に向けてアド

バイスを行う「下請駆け込み寺」等について、各地商工会議所を通じて中小企業等に周知した。 

 

②消費税軽減税率対策窓口相談等事業の実施（ブロック別経営指導員研修会等） 

2019年10月に予定されている消費税率の引上げに伴う価格転嫁対策や軽減税率制度の導入への

適切な対応に向け、全国の商工会議所と連携し、軽減税率制度対策や価格転嫁対策に資する広報

活動や幅広い相談に対応する支援体制の構築等による「消費税軽減税率対策窓口相談等事業」を

実施した。 
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全国の商工会議所において、2013 年４月から設置していた消費税転嫁対策相談窓口に引き続き、

2016 年２月から「消費税軽減税率対策相談窓口」を設置し、巡回・窓口相談や講習会・個別相談

等を実施する等、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した。2017 年度は、

講習会等を 1,977 回開催し、55,601 人が参加。巡回・窓口相談等件数は 262,429 件となった。 

2019 年 10 月に導入が予定されている消費税軽減税率制度への計画的な準備を促す、事業者向け

のチラシを作成し、周知に努めた。その後、「中小企業・小規模事業者等消費税軽減税率対策補助

金（レジ補助金）」の事業完了期限延長やそれに伴う申請受付期限の延長が行われたことを受け、

それぞれの変更に対応した改訂版を 12 月と 2018 年２月に作成・公表した。2018 年３月、消費税

軽減税率制度について分かりやすく解説した小冊子「中小企業のための消費税軽減税率制度導入

と消費税転嫁対策（2018 年 春版）」を 22 万部発行し、全国の商工会議所等へ提供した。 

そのほか、経営指導員等の対応能力向上等を目的に、６月から７月にかけて若手経営指導員等

向けの研修会を 2017 年１月から２月にかけては中小企業相談所長向けの説明会を開催した（全国

９ブロックで計 18 回、延べ 663 人参加）。今後、相談件数等の増加が予想されることから、円滑

かつ適切な対応が可能となるよう軽減税率制度導入と価格転嫁対策について解説した「経営指導

員向けガイドブック」を作成し、全国の商工会議所経営指導員・補助員等へ配布した。 

 

③消費税軽減税率対策補助金の活用促進 

2019 年 10 月に予定されている消費税率の引上げ直前の混乱を防ぎ、準備の平準化を図るため、

全国の商工会議所において、会報やホームページ等を通じて「中小企業・小規模事業者等消費税

軽減税率対策補助金（以下、レジ補助金）」の積極的な周知を行うとともに、事業者向けに補助金

活用セミナーを実施した。また、ハードウェアの導入費用を対象とする同補助金とあわせて、ク

ラウドサービス等のソフトウェアの導入を対象とする「サービス等生産性向上 IT導入支援事業（以

下、IT 導入補助金）」を周知し、ワンストップで効果的な経営支援を実施した。 

事業者向けに発行したチラシや小冊子、ホームページ等にてレジ補助金の周知を行うとともに、

個別の商工会議所における補助事業を活用したレジ導入支援事例、IT 導入補助金との組み合わせ

によるセミナー開催事例等をとりまとめ、全国の商工会議所等へ提供した。 

 

 

２．IoT・IT 活用による生産性の向上 

（１）IoT、IT、ロボット活用による生産性の向上、稼ぐ力の強化、人手不足の解消 

①専門委員会等における中小企業の IoT 等利活用に関する研究 

 ～地域・中小企業における IT・IoT の活用促進に関する意見を提出～ 

2016 度に開催した第１回 IoT 活用専門委員会で検討した、ものづくり中小企業の経営課題や、

今後の中小企業における IoT の導入や活用の支援策を踏まえ、「地域・中小企業の IT・IoT の活用

推進に関する意見～第４次産業革命への対応に向けて～」としてとりまとめ、７月に公表した。

IT活用について中小企業の気づきを促す政策の継続、次世代企業間データ連携（共通 EDI 連携）

の推進、第４次産業革命・コネクテッドインダストリーズへの対応等を政府等に・政党等関係機

関に要請した。 
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同専門委員会を２回開催した（10 月、３月）。７月の意見書の実現状況等を踏まえ、アメリカ・

シリコンバレーや中国・深 への視察団の派遣等、先進事例収集を含めた今後の活動方針の検討

を行うとともに、身の丈に合った IT・IoT の活用事例等について講師を招いて情報共有を行った。 

 

②中小企業の身の丈にあった IoT ツール・活用事例の発掘・普及 

中小企業経営者が見て分かりやすい形の IoT 導入好事例提供を目的に、2018 年３月、「身の丈

IoT 活用で変わる中小企業の現場」動画配信を開始した。第 1 弾は愛知県碧南市の日進工業（株）。 

 

③「商工会議所ものづくり担当者連絡会議」による好事例の横展開 

商工会議所ものづくり担当者連絡会議には 52 商工会議所が参画しており、９月の第３回会議に

は 23 商工会議所 23名が参加し、企業での AIの活用事例の紹介・説明をはじめ IT や IoT を利用

した工場間の連携である「つながる工場」の取組み、各地商工会議所で行っている中小製造業に

対する支援の取組み、経済産業省が提唱するコネクテッドインダストリーズ等の国の方向性や施

策について情報提供および意見交換することで、具体的に中小製造業における IoT 導入・活用に

ついて議論を深めた。建機メーカーが手掛けた建設業の生産性向上の事例として有名な、コマツ

の「スマートコンストラクション」施設を視察した。12月の第４回会議には、５商工会議所７名

が参加し、東京ビッグサイトで開催した国際ロボット展・ＳＣＦ展の視察を行った。 

 

④「スマートものづくり応援隊」事業の支援 

2016 年度からスタートした、中小製造業がロボット、IoT 等の導入や活用について専門家に相

談できる拠点を整備するスマートものづくり応援隊事業は、2016 年度の５ヶ所から 25 ヶ所設置

と大幅に拡充された。商工会議所関係では、長岡商工会議所、足利商工会議所､名古屋商工会議所､

大阪商工会議所､北九州商工会議所､佐賀商工会議所が同事業に参画した。 

 

⑤中小企業向けデジタル・ビジネス・プラットフォーム（ＥＤＩ等）の研究 

平成 28 年度補正予算「経営力向上・IT 基盤整備支援事業」（次世代企業間データ連携調査事業）

の整備委員会等に参画した。中小企業共通 EDI が業種の垣根を越えたデータ連携を実現し、中小

企業の膨大な受発注業務の効率化に資するものとして、普及に向けた支援の重要性を主張した。

同事業では 12の実証検証プロジェクトが行われ、このうち３プロジェクトに３商工会議所が参画

した（静岡、豊田、碧南）。 

平成 29 年度補正予算において、「中小企業・小規模事業者決済情報管理支援事業」（４億円）が

計上されたことを受けて、上記３商工会議所を含む実証検証プロジェクト参画団体等で構成され

る「つなぐ ITコンソーシアム」と連携し、中小企業共通 EDI の普及推進を図っていく。 
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（２）中小企業や小規模事業者への IT 活用支援による経営力の向上支援 

①にっぽん全国IT経営力強化塾運営事業（プラスITセミナー）を全国の商工会議所と開催 

中小・小規模事業者の人手不足の解消、生産性向上、販路開拓等を目的に、IT導入・利活用の

契機となりうるITセミナー、ワークショップ、相談会、展示会等を全国の商工会議所の協力のも

と293 回開催し、延べ5,780 名の参加があった。 

 

②中小企業におけるロボット・ビッグデータ等の活用事例の研究 

経済産業省のロボット導入実証事業での活用事例をはじめ、経済産業省と（一社）日本ロボッ

ト工業会が主導する SIer 地域政策研究会に参画し、ロボット活用における自治体施策事例、民間

企業における取組、国の施策を研究するとともに、中小企業向けのロボット導入支援複合施設の

㈱ロボットテクニカルセンターを視察し、中小企業でのロボット導入・活用事例の研究を進めた。 

 

③各地商工会議所が実施する IT 関連セミナー、研修会等の講師・指導者の全国ネットワーク活用 

各地商工会議所が IT 関連セミナー、研修会、勉強会、相談等を行う際の講師選定の参考として

活用するとともに、地域での支援者連携の一助となるよう、各地商工会議所から推薦のあった IT

関連講師をリスト化し提供した（講師は 136 名分の情報を提供中）。 

 

④サービス業の構成比率が高い小規模事業者の業務効率化・生産性向上に向けた会計等の 

クラウドシステムの活用による経営支援の推進 

人口減少・労働力人口減少が進み、中小企業・小規模事業者は人手不足・販路開拓等の課題に

直面し、生産性向上（付加価値向上／業務効率化）に取り組むことが不可欠になっていることや、

2019年10月１日に消費税率引上げ・軽減税率導入が予定されている中、アクサ生命保険株式会社

と株式会社マネーフォワード（クラウド会計ベンダー）から、地域経済を支える中小企業の生産

性向上・消費税軽減税率対策の一層の推進に向け、「クラウド会計等の導入・活用支援」を商工会

議所と連携して進めていきたいという提案を受けた。 

2018年２月の常議員会において、地域経済を支える中小企業の生産性向上と商工会議所の経営

支援強化、ひいては地域経済の活性化に向けて、両社と互いの経営資源を持ち寄り相互補完しな

がら、緊密に連携して2018年度から「クラウド会計等の導入・活用支援事業」に取り組むことを

報告した。 

 

 

３．人手不足に対応した女性等多様な人材の活用 

（１）働き方改革、ワークライフバランス等による中小企業の取組み支援 

①人手不足解消と働き方改革を実現する労働政策の整備 

 ～「働き方改革実行計画」に対する考え方を表明～ 

各地商工会議所会員企業を対象とした「最低賃金引き上げの影響と人手不足への対応等に関す

る調査」を実施（392 商工会議所、2,776社回答）し、労働専門委員会等諸会議ならびに各地商工

会議所の訪問・ヒアリングを通じて地域の現状を把握した。 
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最低賃金額について、大幅な引き上げが続いていることから、本調査結果を基に、中小企業の

経営実態と最低賃金引き上げに関する定量的分析を用い意見を主張した。 

三村会頭が委員として参画し中小企業の意見を主張した「働き方改革実現会議」が2017年３月

にとりまとめた「働き方改革実行計画」に対して、中小企業の意見を反映すべく、４月に「『働き

方改革実行計画』に対する日本・東京商工会議所の考え方」を提出した。本意見では、「同一労働

同一賃金ガイドライン案」で示されている判断基準（グレーゾーン）が広すぎること、法施行に

関して中小企業に対する十分な準備期間を確保するように強く要請し、商工会議所の意見が反映

されている。 

その後、「働き方改革関連法案」が臨時国会に提出される予定であったが、諸般の事情で臨時国

会の開催が見送られたことから、施行時期の後ろ倒しを求めるべく、与党でのヒアリング等を通

じて要望を行った。その結果、時間外労働の上限規制および同一労働同一賃金制度について、そ

れぞれ施行時期が当初案から延期されることとなった。 

人手不足については、人手不足の企業の割合が前年より５ポイント高まり、一層深刻化した。

人手不足を受けて、各地商工会議所会員企業から、外国人材のニーズが高まっていることから、

現行の出入国管理制度に対して、抜本的な見直しを要望した「今後の外国人材の受け入れのあり

方に関する意見」を11月にとりまとめ、関係各省へ提出した。その結果、2018年２月の経済財政

諮問会議において総理より、現行の出入国管理制度を見直すよう指示があり、内閣官房、法務省

および関係各省が一体となったタスクフォースが設置された。政府は、専門的・技術的分野の外

国人材の受入業種や在留管理等の検討を開始した。 

加えて、各地商工会議所に法案の内容や変更点をタイムリーに周知するとともに、現地での諸

会議に赴き、直に説明を行う等、周知を徹底した。 

 

②働き方改革フォーラムの開催 

内閣府および東京商工会議所と共催で、2018年２月21日「働き方改革フォーラム～生産性向上

と多様な人材の活躍推進に向けて～」を東京で開催し、約300人の企業経営者、人事総務関係者等

が参加した。 

本フォーラムでは、女優・戸板女子短期大学客員教授の菊池桃子氏が「ダイバーシティが進め

る未来」をテーマに基調講演を行った後、内閣府よりワークライフバランス推進の講演があった。

また、ワンゲイン株式会社（大阪府大阪市）、日本通運株式会社（東京都港区）、広島電鉄株式会

社（広島県広島市）より、働き方改革を実践する企業事例を紹介した。 

 

③長時間労働の是正やワークライフバランス推進等の好事例の発信 

中小企業・小規模事業者の人手不足対応研究会（中小企業庁所管）に参画して、2017年３月に

とりまとめた中小企業・小規模事業者の人手不足対応事例集（103事例）を活用し、女性・高齢者

等多様な人材活躍や生産性向上による長時間労働の是正、ワークライフバランス推進の好事例に

関する情報発信を行った。 

「若者・女性活躍推進～中小企業のための情報ポータルサイト～」の「光る！リーダーシップ！」

において、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
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した（総数51）。 

 

（２）女性・若者・高齢者、外国人等積極的な人材活用 

①女性の活躍推進に向けた意見を提出 

女性の労働参画は着実に進みつつある一方、仕事と育児との両立の難しさ等から妊娠・出産を

機に退職する女性が少なくないことに鑑み、女性等活躍推進専門委員会では、「女性の活躍推進に

向けた意見～女性のさらなる労働参画と活躍推進に向けた環境整備について～」を３月にとりま

とめた。働く女性や企業の人事担当者の生の声を踏まえ、重点要望として、待機児童解消に向け

た取組みの推進、放課後児童クラブの拡充を、認可保育所の入所に係る書式の統一等、12項目の

具体的事項を掲げ、内閣府、厚生労働省に要望した。 

また、子ども子育て支援法に基づく事業主拠出金の料率の引上げによる子ども子育て支援策の

拡充のための経済界への負担要請（3,000億円）について、子育て支援は国の最重要政策のひとつ

であると認識しつつも、安定的な財源確保のために、税による恒久財源で賄うべきであるとの考

えから容認できない旨を強力に意見主張した。その結果、2018年３月に改正された子ども子育て

支援法の付帯決議において、同拠出金を活用した企業主導型保育事業の推進に当たっての中小企

業への配慮や料率変更に際し、事業主団体との協議を尽くすことが盛り込まれた。 

 

②留学生、技能実習生等外国人材の活用についての検討 

 ～今後の外国人材の受入れのあり方に関する意見を政府に提出～ 

人手不足を背景に、外国人材の活用への期待が高まる中、女性等活躍推進専門委員会において、

企業が求める外国人材および制度について議論を重ねた。 

外国人就労者が年々増加している一方、留学生の「資格外活動」や「技能実習」といった原則

就労が認められない者が増えていることに着目し、『開かれた日本』の実現に向けた、新たな受け

入れ制度の構築に関する検討を政府で行うこと、また、『就労が認められる現在の在留資格につい

て、より積極的に外国人材を受け入れるため早急に検証・見直しを行うこと』を要望した「今後

の外国人材の受け入れのあり方に関する意見～『開かれた日本』の実現に向けた新たな受け入れ

策の構築を～」を、11月にとりまとめ、関係各省へ提出した。 

その結果、2018年2月に開催された経済財政諮問会議において、総理から「専門的、技術的な外

国人受け入れ制度のあり方について早急に検討を進める必要がある」「真に必要な分野に着目しつ

つ、制度改正の具体的な検討を進め、今年の夏に方向性を示したい」旨の発言があり、官房長官、

法務大臣の下、関係各省が一体となった「タスクフォース」が設置され、新たな外国人材の受け

入れ策の検討が始まった。 

 

③人手不足解消に資する働き方改革の検討と施策解説の情報発信 

人手不足が年々深刻化している中、働き方改革は人材の確保・定着に有力な成長戦略と捉え、

労働専門委員会にて、働き方改革関連法案の柱である「長時間労働の是正」「同一労働同一賃金」

を中心に、中小企業の対応について検討した。 

「若者・女性活躍推進～中小企業のための情報ポータルサイト～」に、2017年4月に改正された
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くるみん認定・プラチナくるみん認定の申請や2018年４月の法定雇用率引上げを見据えた障害者

雇用制度の変更に関する解説資料を掲載し、同サイト内の「光る！リーダーシップ！」にて、先

進的・継続的に若者・女性活躍推進に取り組んでいる中小企業を個別に紹介した（総数51）。 

 

④中小企業向け人手不足解消セミナーの実施 

中小企業・小規模事業者の人手不足対応研究会（中小企業庁所管）に参画し、人手不足を乗り

越えている100を超える事例を分析して、同研究会が2017年３月にとりまとめた「中小企業・小規

模事業者人手不足対応ガイドライン」を労働合同委員会やＣＣＩスクエアで紹介した。 

同ガイドラインをテキストに各経済産業局の主催により 47 都道府県で開始される人手不足解

消セミナーを周知するとともに、12 月に東京商工会議所と共催で、同ガイドラインの紹介と自社

での実践に向けた手法を解説する「人手不足対策セミナー」を開催した。同セミナーには、各地

商工会議所のセミナー実施の参考になるよう、各地商工会議所職員の参加も促した。 

（３）教育機関とのインターンシップを通じた人材確保と検定試験等による産業人材育成 

①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 

ジョブ・カード制度を推進する組織として、当所に中央ジョブ・カードセンターを設置、全国

114 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（67カ所）をそれぞれ設置して、雇用型訓練を活用する企業に対する支援等

実施事業（平成 28 年度より、従来の「ジョブ・カード制度推進事業」から名称変更。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し、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」（64 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 34 カ

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 10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。 

また、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（50.6 万部）とポスター（2,760 部）を作成し、各地商工会議所（連合会）に提供した。

加えて、本制度の職業訓練を終了し、訓練生を正規雇用した企業での活用事例（文字情報：4 社

〈累計：172 社〉、動画：17 社〈累計：57 社〉）、助成金の概要等を掲載した専用のホームページ

(https://www.jc-center.jp/)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（朝日新聞、日本経済新聞、読売新聞）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
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価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 25,854 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 7,308 社となった。職業訓練を終

了した 2,164 社の訓練修了者 2,882 人のうち、2,176 人（76％）が正規雇用に結びついた。 

 

②プログラミングスキルの習得を促進・支援する検定試験の創設に向けた研究・検討 

企業活動における IT 利活用の高度化・多様化により IT需要が拡大する一方で、これを担う IT

企業の人材不足は深刻化しており、わが国において IT人材の確保・育成は喫緊の重要課題となっ

ている。また、ユーザーとなる中小企業においても IT スキルをもつ人材がいないことが大きな経

営課題となっている。こうしたなか、昨今、小学校からの必修化をはじめプログラミング教育が

大きな注目を集めており、同教育の一層の普及・拡充は、IT 人材育成の基盤となるものであり、

進展する IT 社会に対応した基礎的なプログラミングスキルの習得は、今後、企業人すべてに求め

られる素養となるものである。 

こうしたことから、2017 年度、プログラミングスキルの習得を促進・支援する試験制度の創設

に向けて研究・検討を開始した。プログラミング教育の現状および IT 人材育成に関する企業ニー

ズ等について、教育機関（高校・大学・専門学校・パソコン教室）および IT関連企業等に対する

ヒヤリング調査を実施するとともに、この結果をふまえ「プログラミング検定研究会」（有識者、

企業の研修担当者、教育機関指導者等をメンバーとして設置）で試験内容や対象とするプログラ

ミング言語、レベル設定等について検討を重ね、年度内に試験制度の概要についてとりまとめた。 

さらに、2018 年度からは、各言語、レベルでの試験問題の作成、受験者が作成したプログラム

の完成度を自動判定する試験システムの構築、学習用テキストの作成にとりかかる等、2019 年度

からの正式な試験開始に向け諸準備を進めている。 

 

 

４．中小企業の海外展開（輸出・投資等）への挑戦 

（１）多様な主体と連携した中小企業の輸出・投資促進、海外販路拡大 

①ミッションの派遣・受け入れを通じた中小企業の海外ビジネス拡大 

 ～会頭経済ミッションでインド、スリランカを訪問～ 

2018 年１月、三村明夫会頭を団長とする総勢 96名の経済ミッションを、インドとスリランカに

派遣した。インドでは、プラブー商工大臣、バダル食品加工業大臣、シン電力大臣等と懇談して、

インフラ整備、税制の透明性確保、工業団地の整備等、日本側の要望を伝えた。また、「第 42 回

日印経済合同委員会会議」が開催され、両国から約 250 名が参加した。スリランカでは、シリセー

ナ大統領、ウィクラマシンハ首相と懇談し、優先振興産業の絞り込みと投資インセンティブの付

与、予見性のあるビジネス環境の実現等、日本側の要望を伝えた。また、スリランカ投資庁主催

で「日本・スリランカ経済フォーラム」が開催され、両国より約 150 名が参加した。 
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②二国間・多国間の経済連携協定、投資協定、租税条約、社会保障協定等、日本企業の貿易投資 

促進につながる制度・環境整備や中堅中小企業の海外安全対策を当該国または各国政府に要

望・働きかけ 

 ～過去最大規模の合同訪中団を派遣～ 

４月、日本・カナダ商工会議所協議会（槍田松瑩会長（三井物産㈱顧問））は、第３回合同会

合で TPP 推進および日加 EPA 交渉の早期再開を要望する共同声明を採択。両国政府へ手交した。 

11 月、日商は日中経済協会、経団連とともに過去最大規模の 250 名の合同訪中団を派遣し、

２年ぶりの李克強首相の会見を実現した。三村会頭から、李首相に福島を始めとする 10都県に

対する食品輸入規制の緩和・撤廃を直接要請したほか、中国日本商会が建議をとりまとめた白

書を紹介し、中国日本商会のロビイング活動の強力な後押しを行い、現地日系企業関係者から

高い評価を得た。 

東アジアビジネスカウンシル（EABC）では、９月に ASEAN＋日中韓の経済大臣と、11 月には

同首脳と相次いで懇談し、中小企業にとって活用しやすい RCEP の早期締結の実現を求めた。 

２月、日比経済委員会の朝田照男代表世話人（丸紅㈱取締役会長）、小林健代表世話人（三菱

商事㈱取締役会長）らはフィリピン大統領府（マラカニアン宮殿）へロドリゴ・ドゥテルテ大

統領を表敬訪問した。ドゥテルテ大統領は、日本の官民による投資・支援への感謝を述べたう

えで、日本からのさらなる投資・支援の必要性を強調した。 

３月、日本メコン地域経済委員会（小林洋一委員長（伊藤忠商事㈱副会長））はベトナム計画

投資省との協議会を開催、駐在員の社会保障の二重払いが発生しないよう要望した。 

 

③二国間・多国間経済委員会の活性化 

 ～日韓商工会議所首脳会議の開催～ 

～日 ASEAN イノベーションネットワーク（AJIN）創設の協力覚書を締結～ 

４月、日本・カナダ商工会議所協議会（槍田松瑩会長（三井物産㈱顧問））は、第３回合同会

合を開催。両国から 100 名が出席し、新たな科学技術協力やイノベーション創出、相互の貿易・

投資促進、人的交流の活性化等をテーマに意見を交わした。 

ASEAN・日本経済協議会日本委員会（三村明夫会長）は、４月、日 ASEAN の 11 の経済団体で

日 ASEAN イノベーションネットワーク（AJIN）創設についての協力覚書を締結。９月に釡和明

副会長がフィリピン・マニラで行われた日 ASEAN 経済大臣会合において活動概要について報告

した。 

 

同じく４月、スペインのフェリペ６世国王陛下の国賓としての来日の機会を捉え、日西経済

委員会（佐々木幹夫委員長・三菱商事㈱特別顧問）主催により第 26回日本・スペイン経済合同

会議を開催。両国あわせて約 480 名が参加した。７月、日韓商工会議所首脳会議を北海道・富

良野で開催。日商正副会頭、特別顧問、大韓商工会議所正副会長ら総勢 58名が参加し、文新政

権が誕生してから初めての日韓の経済界首脳による交流を成功裡に行った。 

10 月、第３回日バングラデシュ官民合同経済対話（兼第 19 回日バ商業・経済協力合同委員会）

を東京で開催。日本側の民間代表は朝田照男日本・バングラデシュ経済委員会委員長（丸紅㈱
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会長）。双方あわせて 82 名が出席。対話において、日本側からバングラ側に対し、インフラ整

備・改善、政策の一貫性・継続性の確保、税制・金融分野における投資阻害要因の解決、治安・

安全対策等について要望。バングラ側は日本側に対し、投資環境改善に向けた取組み、ICT 等投

資優先分野の特定、人材育成・技術開発に関する情報共有について説明した。 

日本マレーシア経済協議会（佐々木幹夫会長（三菱商事㈱特別顧問））は、設立 40 周年を迎

え、マレーシア日本経済協議会とともに 10 月、マレーシア・クアラルンプールにて第 35 回合

同会議の中でその歴史を振り返った。また、ハラールやデジタル経済等、両国産業界で関心の

テーマについて議論した。 

日本メコン地域経済委員会（小林洋一委員長（伊藤忠商事㈱副会長））は年間 30 回を超える

活動を実施。10月に第 13回日本・ミャンマー商工会議所ビジネス協議会合同会議をヤンゴンで

開催したほか、３月には第５回のベトナム計画投資省との協議会を行い、現地進出日系企業の

投資環境改善を求めた。 

２月、日比経済合同委員会では、ドゥテルテ政権の掲げるインフラ整備政策「ビルド ビル

ド ビルド」をテーマに、アーネスト・ペルニア国家経済開発庁長官、ツガデ運輸交通大臣臨

席の下、マニラ空港の混雑緩和や日本政府が支援する南北通勤鉄道やメガマニラ地下鉄整備等

について、日比双方の企業・団体が様々な立場から意見発表を行った。 

 

④特定原産地証明書の発給および利用者のニーズを踏まえたシステムの改修による申請者の 

利便性向上と発給事務所の業務効率化等の実施 

～特定原産地証明書の発給件数が拡大～ 

特定原産地証明書の年間発給件数が 297,897 件と、対前年比発給件数は 11.7％増加した。 

発給件数の増加にあわせて、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や、RPA（ロボットによる業務自動化）の活用による発給業務の効率化に向

けた実証実験を実施した。また、証明トラブルやサイバーアタック等に起因して申請企業から

当所に対して損害賠償請求が発生するケース等、本事業が抱える金銭的なリスクの洗い出しを

行うとともに、その対策として来年度から２種類の保険（①賠償責任保険、②サイバーリスク

保険）に加入することとした。 

 

⑤中小企業の特定原産地証明書の取得促進に関する説明会および特定原産地証明書発給事務担当

者向け研修会の開催 

特定原産地証明書発給手続きの企業向け説明会を各種機関と連携し、全国で 17回開催した。 

４月 10日～11日と４月 27日～28日の２回、新任の発給事務担当者向けに、発給事務にあたっ

て必要な知識の習得および特定原産地証明書の発給に係る実務能力の涵養を目的とした「特定

原産地証明書発給事務に係る研修会」を開催し、合計 36 名の参加を得た。 

11 月９日～10 日と 12 月５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中堅者研修会」を開催し、合計 23 名の参加を得た。 
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⑥各地商工会議所の貿易関係証明を通じた輸出促進への取組み 

 ～各地商工会議所が発給する非特恵原産地証明書の電子化に対応～ 

2017 年３月に日本政府から日商に対して各地商工会議所が発給する非特恵原産地証明書の電

子化について要請があったことを受け、４月～５月に同証明書を利用する企業宛に電子化の

ニーズを把握するためのアンケートを実施した（回答数 76社）。 

６月～９月にかけて韓国、シンガポールを訪問し、電子化の導入事例を確認したほか、ICC （国

際商業会議所）を通じて、10月時点で 42 ヶ国が電子化導入済みであることを確認した。 

６月以降、各地商工会議所実務担当者から構成される非特恵原産地証明に関する研究会を５

回、非特恵原産地証明に関する検討会を１回、貿易関係証明専門委員会を２回開催し、電子化

について課題を洗い出すとともに、電子化を実施する場合の具体的内容について検討を行った。 

 

⑦中小企業の輸出、海外投資に資するビジネス環境整備や課題解決の検討および情報発信 

年間で 338 件の行事の開催、月２回の約 3,400 件のメールマガジンの送信、ホームページの

トレンドボックス欄を利用した情報発信等を行った。 

 

⑧セミナー・交流会・説明会の実施、海外ビジネスマッチングサイト（CCI-IBO）の利便性向上等

を通じた中小企業の海外ビジネス拡大 

2014 年 11 月に開設した海外からの引き合い情報等掲載サイトである「CCI-IBO」（CCI 

International Business Opportunity）は、在京大使館や海外の企業、各地商工会議所会員等

への周知活動を行う等 PR に努めた結果、2017 年度の閲覧件数は 51,116 ページビュー（前年度

54,853 ページビュー）を数えた。 

全国商工会議所中国ビジネス研究会は、ビザ制度の改正、食品産業と越境 EC、人事労務、食

品安全のためのトレーサビリティについて計４回のセミナーを開催した（延べ300名以上参加）。 

日本マレーシア経済協議会（佐々木幹夫会長（三菱商事㈱特別顧問））は、７回にわたりムス

リム観光客対応セミナーを開催し、できる一歩からはじめるハラール対応について啓発を行い、

延べ 300 名以上が参加した。 

日印経済委員会は、インドのモディ政権に関するセミナーを２回開催し、３年経った同政権

の評価について約 170 名が話を聞いた。 

 

⑨各地商工会議所の国際化支援活動ならびに中小企業の海外展開促進に資する各種情報提供 

30 期に新設した中小企業輸出投資専門委員会（朝田照男委員長（丸紅㈱取締役会長））にて、

東商・国際経済委員会と合同で、全国各地の中小企業 16 社の事例を紹介する電子冊子「ヒラケ、

セカイ２」を制作・発刊した。海外展開に取り組んだ中小企業が、法・制度や文化・習慣の違

いにぶつかりながら、現地での信頼できる人材とのつながりや自社の強みを活かして乗り越え

てきた具体的な事例をインタビュー形式で紹介した。 
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（２）テロ・安全対策など海外展開支援情報の発信、貿易投資環境整備 

①テロ・安全対策等を含む中堅・中小企業向けの海外展開に係る情報・ノウハウの提供 

2016 年に発足の「中堅・中小企業海外安全対策ネットワーク」に参加し、外務省が作成した

「ゴルゴ 13の中堅・中小企業向け海外安全対策マニュアル」の周知・配布に協力するとともに、

各地商工会議所に「海外安全対策セミナー」の開催を呼びかけた。 

 

②在日外国大使館、投資関係機関との連携強化 

６月にカザフスタン大使館、キルギス大使館と共催で貿易・投資セミナーを開催した。８月

に派遣した両国への視察団参加者を対象に大使館で訪問前に勉強会、帰国後に報告会を行う等

大使館を大きく関与させた。 

９月、日比経済委員会はフィリピン大使館、日本貿易振興機構、国際機関日本アセアンセン

ター等と共催でフィリピンエコノミックブリーフィング 2017 を開催した。カルロス・ドミンゲ

ス財務大臣等主要経済閣僚やネスター・エスペニラ中央銀行総裁を招き、今後の税制改革や規

制緩和・外国投資誘致促進の方向性を紹介した。 

７月と 11月の２回にわたり、在京スリランカ大使館との交流会をスリランカに関係、関心を

もつ企業・団体と大使館との交流促進や、情報共有、意見交換を通じたビジネス動向の把握等

を目的に開催した。 

 

③在外日本人商工会議所、海外商工会議所等とのネットワーク強化 

第 10 回世界商工会議所大会、第 31 回アジア商工会議所連合会総会に係る視察ミッション団

を、佐々木隆特別顧問（㈱ＪＴＢ相談役）を団長に９月 17日～22 日までシドニーに派遣した。

世界商工会議所大会には、130 カ国・地域から約 1,500 人の商工会議所関係者が参加した。日商

からは、佐々木特別顧問の他、全国商工会議所女性会連合会の藤沢薫会長以下女性会関係者５

名と日商青年部ビジネス交流委員会の神林拓馬委員長以下日商青年部４名等総勢 19 名が参加

し、各国の商工会議所関係者とネットワーク強化に努めた。 

世界 84 カ所の在外日本人商工会議所の現在の活動状況や課題等を把握するため、アンケート

調査を実施した。中国・韓国・ASEAN 地域の在外日本人商工会議所事務局長による最新海外事情

レポートも定期的に HPに掲載し、中小企業の輸出・投資促進に資する情報提供を行った。 

昨年度に引き続き、経済産業省の補助事業「中小企業海外市場開拓事業補助金（新興国市場

開拓事業）」について、１カ国１地域（ブラジル・サンパウロ）に応募し採択された。ブラジル

では、ビジネス環境整備のための提案書（AGIR）に基づく政府へのロビイング活動を積極的に

行い、税制や労働等、進出日系企業が抱える諸問題の解決に努めた。 

【地方創生の加速】 

１．観光、農林水産資源活用、ものづくり技術等による地域活性化 

（１）広域連携による観光振興とインバウンド拡大 

①全国商工会議所観光振興大会、きらり輝き観光振興大賞を通じた各地商工会議所活動の後押し 

 ～観光振興大会 2017in 前橋で広域観光を推進～ 
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「見つけよう観光、磨こう観光～地域から新しい風を吹かせ～」をテーマとした「全国商工会

議所観光振興大会 2017 in 前橋」（第 14回）を 11月、群馬県前橋市等で開催した。全国から過

去最多となる商工会議所関係者等約 1,800 人が参加し、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。地域資源を活かした広域観光やインバウンド推進の先進事例につい

て学ぶとともに、前橋を中心とした群馬県のものづくり、歴史・文化、健康、若い力等を中心

とした観光への取組みを地域の人々との交流を通じながら体感した。同大会において、「2017 年

度全国商工会議所きらり輝き観光振興大賞」の表彰式を行い、先進的な取組みの周知・普及を

図るとともに、全国 515 商工会議所の観光ネットワークを活かして、観光ムーブメントを高め

るべく、大会宣言「前橋アピール」を採択した。 

また、観光立国の推進と地域活性化に資することを目的に、地域の個が光り、他の範となる

観光振興の取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」の募集・選考を実施した（今回で 10 回目）。厳正な審査の結果、計 18 商工会議所 12 事業

を入賞案件として決定し、「全国商工会議所観光振興大会 2017 in 前橋」において表彰した。 

 

【「2017 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 

上田商工会議所（長野県）地域一丸となって大河ドラマ「真田丸」を活用した地域振興事業

を展開 

○振興賞 

新庄商工会議所（山形県）雪を活用した冬季観光商品・観光コンテンツ開発 

鳥取商工会議所（鳥取県）地域資源を発掘し「星取県」としてのブランド構築 

○観光立“地域”特別賞 

函館商工会議所（北海道）フルマラソン実現により大きな経済効果を創出 

長浜商工会議所（滋賀県）戦国舞台と観音の里を活かした観光食とツアー開発 

○奨励賞・単会 

美幌商工会議所（北海道）景観・美容・健康を結びつけた滞在型観光商品の開発 

浜松商工会議所（静岡県）歴史資源をフルに活用した多種多様な商品開発 

熊野商工会議所（三重県）世界遺産を活かした観光客数増と観光消費額増 

柳井商工会議所（山口県）瀬戸内海の多島美を活かしたスポーツ振興事業 

西条商工会議所（愛媛県）石鎚山を活用した事業開発と観光イベントの展開 

○奨励賞・広域連携 

登別商工会議所（北海道）、室蘭商工会議所（北海道）、伊達商工会議所（北海道） 

北海道の歴史文化・自然景観・産業技術を活かした広域周遊ルートの構築 

桐生商工会議所（群馬県）、太田商工会議所（群馬県）、館林商工会議所（群馬県） 

足利商工会議所（栃木県）、佐野商工会議所（栃木県） 

「麺の里」両毛五市の会による両毛地区粉食文化の全国発信 
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②各地商工会議所の新たな観光振興の支援、インバウンド拡大への活動手法の検討・実行 

観光委員会において、年間７回にわたり各地商工会議所の取組みや民間事業者の先進的な取組

み等の講演を通じた情報提供を行った。また、全国９ブロックで観光連絡担当間の交流・連携の

促進や新たな観光開発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「観光立国重点施策」に関する講演、日商事務局による商工会

議所の観光振興の取組みに関する全国的な状況の報告のほか、各地商工会議所からの事例発表や、

参加者間によるグループディスカッション・ワークショップ等が行われた。各地商工会議所向け

の「観光メルマガ」の配信頻度を月１回から原則週１回以上とし、タイムリーな情報発信・提供

に努めた（2018 年３月末までのメルマガ発信数：61）。 

 

③外国人旅行者のニーズ把握とそれに即したインバウンド拡大の具体的取組み方法の検討・普及 

域外需要の取り込みに向け、インバウンドや広域連携策を検討する「地域インバウンド推進

ワーキンググループ」（新設）は、観光庁幹部をはじめ民間事業者から観光政策や訪日観光（客）

の動向を聞いて意見交換するとともに、インバウンドに対する取組みの先進地域への視察（岐

阜県高山市、北海道阿寒湖・根室市等）を通じ、先進事例についての知見を深めた。 

 

④観光立地域実現のための具体的な方策等に関する調査・提言とりまとめ 

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組み」に関する調査を実施（515

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等について、人口規模別・ブロッ

ク別・都道府県別に集計し、11 月の全国観光振興大会 in 前橋において結果報告を行った。 

政府の観光立国推進閣僚会議が策定する「観光ビジョン実現プログラム」の改定に先立ち、「観

光立国実現に向けた隘路打開への取組みについて」を４月にとりまとめ、石井国土交通大臣、

田村観光庁長官をはじめ、政府・政党等に提出した。この結果、５月に改定された観光ビジョ

ン実現プログラムには、商工会議所の意見が数多く盛り込まれた。 

 

⑤「会議所ニュース」、「月刊石垣」への観光事業における観光情報提供の検討 

（専門コーナーの設置等） 

ビジネス情報誌「月刊石垣」では 2017 年４月号から「わがまち百景」において各地商工会議

所の観光担当職員が地域の観光資源等を紹介する取組みが開始された。機関紙「会議所ニュー

ス」の地域面においても各地商工会議所の観光への取組みが多く掲載された。 

 

（２）農商工連携による産品の高付加価値化、輸出促進・販路開拓 

地域間・産業間連携による新たな産業集積・ものづくり、ブランド化 

①地域資源を活用した新商品・サービス開発、販路開拓の促進（全国展開プロジェクト取組み拡大等） 

 ～地域力活用新事業∞全国展開プロジェクトで地域資源活用を支援～ 

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（販売）すること

を目指す取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
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域力活用新事業全国展開支援事業）」を実施した。2017年度は、調査研究事業、本体事業１年目

および２年目という３つのカテゴリーで計46件のプロジェクトを採択した。 

過去分を含め本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ならびに販路開拓

を支援するため、（１）世界最大級の観光総合見本市「ツーリズム EXPO ジャパン2017」への出

展（９月）、（２）「IFFT / インテリア ライフスタイル リビング」での「技のヒット甲子園＠I

FFT」出展（11月）、（３）国内最大級見本市「東京インターナショナル・ギフト・ショー」およ

び「グルメ＆ダイニングスタイルショー」での展示商談エリア「feel NIPPON」出展（２月）、（４）

「デリカテッセン・トレードショー2018」での「ニッポンまるしぃ」出展（２月）を実施した。

また、商業施設「まるごとにっぽん」（東京・浅草）、「日本百貨店しょくひんかん」（東京・秋

葉原）等でのテストマーケティングや一般消費者向け催事「Creema SPRING MARKET in 二子玉

川ライズ～Local Select   feel NIPPON～」（３月）を実施した。 

そのほか、地域資源の発掘・商品開発や地方創生に携わる商工会議所職員の資質を向上する

ため、「人材育成研修会」を６カ所（気仙沼、出雲、豊後高田、名古屋、高岡、東京）で開催し

た。併せて、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

を行い、Facebook を活用し開発商品や各地域の取組みの PRを強化した。 

 

②地域ブランドの確立に向けた取組み支援（地域団体商標、地理的表示（ＧＩ）の活用促進等） 

 ～地域団体商標の積極活用を推進～ 

2014年４月の特許法等一部改正により、商工会議所も「地域団体商標」の登録を申請できる

ようになったことを受けて、地域団体商標制度の活用を通じた地域ブランド育成を支援するた

め、各地商工会議所に対し、同制度の積極活用に関する啓発を行った。 

2017年度では、大川商工会議所の「大川家具」、駒ケ根商工会議所の「駒ヶ根ソースかつ丼」、

習志野商工会議所の「習志野ソーセージ」が５月に、豊橋商工会議所の「豊橋カレーうどん」

が10月に、それぞれ地域団体商標として登録された（現在、商工会議所計９件）。 

 

③首都圏等の小売事業者と連携した地域産品の販路開拓・地域プロモーションのための共同販

売・催事の実施、バイヤーとの商談マッチング支援 

 ～地域うまいもんマルシェで販路開拓～ 

日本各地の食と文化を発信する、東京・秋葉原の「日本百貨店しょくひんかん」の催事スペー

スを確保し、各地商工会議所とその会員事業者が一週間単位で商品を出品する「全国から毎週

集まる!! 地域うまいもんマルシェ」を通年開催した。会員事業者等が首都圏での消費者ニー

ズを把握して商品改良に活かすテストマーケティングや各地域の PR に活用できる場を創出し

た。2017年度は48商工会議所が出店した。 

全国各地の商談会情報をバイヤーに周知するため、７月、各地商工会議所の情報等を掲載す

る「展示・商談会等情報メールマガジン」を創刊し、2017年度末までに計37回発行した。 
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④農商工連携・６次産業化の取組み促進、ＪＡ等の農林水産団体との連携強化・入会促進 

 ～農林漁業と商工業の連携を通じた地方創生の推進に関する協定を締結～ 

５月19日、山本幸三地方創生担当大臣（当時）立会のもと、全国商工会連合会、全国農業協

同組合中央会、全国森林組合連合会、全国漁業協同組合連合会と「農林漁業と商工業の連携を

通じた地方創生の推進に関する協定」を締結。地方創生の実現には農林水産業と商工業との連

携が極めて重要であるとの認識を共有するとともに、各地域における団体間の連携加速化に向

け協力していくことで合意した。 

各地域における農林水産資源活用の一層の推進に資するべく、３月に「商工会議所における

農林水産資源活用の取組みに関する報告書 ～地方創生の切り札となる農林水産資源活用 虎

の巻～」を作成・公表し、各地商工会議所における農林水産資源活用の実態調査結果を掲載す

るとともに、地域の農林漁業者等と連携して課題解決に取り組んでいる８事例を紹介した。 

なお、各業界団体の各地商工会議所への加入状況は、298農業協同組合（JA）、155林業団体、

176水産業団体となっている。※出典：「商工会議所の現状に関する調査」（2017年３月現在） 

 

⑤専門家・アドバイザー等の派遣・斡旋による各地商工会議所会員事業者等の販路開拓の取組み

の促進（個別支援、セミナー開催等） 

地域力活用新事業創出支援事業の一環で、全国展開プロジェクトを実施する商工会議所に対

し専門家を派遣し、事業の円滑な推進に向けた実践的なアドバイス・指導等を行った。また、

過年度の全国展開プロジェクトで開発された商品のさらなる改良ならびに販路拡大に向け、コ

ンサルタントや専門家の派遣等を通じ、商品改良・販売戦略策定から商談シート作成等に至る

までを一貫して支援する伴走型サポートを行った。また、各地商工会議所が会員事業者向けの

セミナー・研修会等を開催するにあたり、開催目的に合致した講師の紹介を行った。 

 

 

２．民間の発意や創意を重視したまちづくり・社会資本の整備 

（１）人口減少に対応したコンパクトシティ形成の促進支援 

①民間主導によるまちづくりのあり方に関する先進事例の収集・分析・取組み手法の情報提供 

 ～民間の創意工夫に基づくまちづくり報告書を策定～ 

まちづくり・農林水産資源活用専門委員会ならびに社会資本整備専門委員会の下に、「民間主

導のまちづくりタスクフォース(座長：足立基浩・和歌山大学副学長)」を設置し、「20年後の都

市社会を考える」をテーマに、計３回（11月22日、１月31日、2月14日）開催。３月７日開催の

第３回まちづくり・農林水産資源活用専門委員会、第３回社会資本整備専門委員合同会議にお

いて、報告書「民間の創意工夫に基づく持続可能なまちづくりに向けて」を報告した。 

 

②RESAS を活用した域外需要獲得に関する研修会の実施 

11月16日・17日、各地商工会議所の観光担当職員、まちづくり・中心市街地活性化担当職員

等を対象に「2017年度 域外需要獲得セミナー」を開催した。地域産業・経済の特徴や強みを
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把握し、経済循環を太くするヒントと海外を含む域外の需要を獲得する方法を学ぶ場を設けた。 

 

③コンパクトシティの取組みを支援する法制度および支援制度（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）の情報提供、先進事例の共有・活

用促進 

日商ホームページや CCI スクエアを通じ、まちづくりや観光に関する取組み事例や、政府や

関係機関の支援施策等に関する情報を随時発信した。 

 

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関係者との  

ネットワークの構築・強化 

（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。 

 

（２）地域の成長を喚起するストック効果の高い社会資本の整備 

①都市・地域間の連携による地域活性化の取組み手法等に関するタスクフォース開催【再掲】 

まちづくり・農林水産資源活用専門委員会ならびに社会資本整備専門委員会の下に、「民間主

導のまちづくりタスクフォース(座長：足立基浩・和歌山大学副学長)」を設置し、「20年後の都

市社会を考える」をテーマに、計３回（11月22日、１月31日、２月14日）開催。３月７日開催

の第３回まちづくり・農林水産資源活用専門委員会ならびに第３回社会資本整備専門委員会に

おいて、報告書「民間の創意工夫に基づく持続可能なまちづくりに向けて」を報告した。 

 

②社会資本整備促進に向けた、各地の取組み状況・課題等の把握やその取組みを支援する制度に

関する情報提供、先進事例の収集・情報提供の実施 

８月に第２回社会資本整備専門委員会を開催。災害時における物流のあり方や、ＰＰＰ/ＰＦ

Ｉの推進アクションプラン等について、事例発表とともに、意見交換を行った。また、３月、

第３回まちづくり・農林水産資源活用専門委員会・第３回社会資本整備専門委員会合同会議に

おいて、報告書「民間の創意工夫に基づく持続可能なまちづくりに向けて」を報告した。 

 

（３）UIJ ターンや少子化対策による地域を担う人材の確保・育成 

①キャリア人材や若者等の地方移動（UIJ ターン）に向けた施策の普及・推進 

文部科学省が、８月に「専門職大学設置基準案」に関するパブリックコメントを募集した。これ

に対し、「専門職大学が、地方創生に資する人材育成機関としての機能を果たすため、全国にバラ

ンスよく設置されること」、「ｅラーニングやモジュール型授業の導入等、社会人も学びやすい履修

形態を確立させること」等を求めた「専門職大学設置基準案への意見」を東京商工会議所ととりま

とめて提出。設置基準に、「社会人が学びやすい学修機会の提供に取り組む」こと、「教育課程のモ

ジュール化」を検討すること等が盛り込まれた。 
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文部科学省が10月に実施した「第３期教育振興基本計画の策定に向けたこれまでの審議経過につ

いて」に関するパブリックコメントの募集に対し、「文系・理系の区分を見直し、横断的な教育課

程を編成すること」、「幼少段階からのものづくり教育を強化すること」、「地方大学の機能を強化す

ること」等を求めた「第３期教育振興基本計画の策定に対するパブリックコメントについて」を東

京商工会議所ととりまとめて提出。答申に、「文理の枠を超えた分野横断的な知識の習得が重要」

であること、「児童生徒がものづくりに対する関心・素養を高めるための取組を推進」すること等

が盛り込まれた。 

 

②各地商工会議所の UIJ ターンやキャリア教育等の先進事例・ノウハウの提供・横展開支援 

教育委員会で、各地商工会議所におけるキャリア教育活動の事例発表を実施し、先進事例のノウ

ハウを横展開した。また、政府による「第３期教育振興基本計画の策定に向けたこれまでの審議経

過」や「専門職大学制度の創設」に関する説明を実施した。 

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８回キャリア教育アワード」において、株式会社ピュアタウン苅田（事務局：苅田商工会議所）

の「キッズマーケット」が優秀賞、仙台商工会議所青年部の「仙台で輝く企業人と語ろう！！」が

奨励賞を受賞した。 

 

③商工会議所婚活事業実態調査の実施、課題・解決策の共有・近隣商工会議所や行政等と連携した

好事例発信 

各地商工会議所では、地域社会の活性化対策や地域社会の少子化対策として婚活支援事業（独身

の男女を対象に、出会いの場を提供することを目的としたパーティー・イベント・街コン等を開催

する事業）を実施した。 

当所では、各地の婚活支援事業の開催情報・参加募集要項を「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～」へ掲載し周知に協力した。また、515 商工会議所を対象に、「平

成 28 年度商工会議所婚活支援事業実施状況調査」を実施し、開催実態を把握するとともに、好事

例の紹介はじめ課題や成功要因に関するアンケート結果の公表等を通じ、好事例を発信した（344

商工会議所が回答（回答率 66.8％）、全国 153 商工会議所で実施）。 

 

（４）地域防災・減災、BCP 等の危機対応力強化 

①民間におけるレジリエンス向上のための環境整備 

首都直下・南海トラフ地震等、近い将来に発生する可能性が高いとされる大規模災害に備え、耐

震化や BCP の策定等民間企業における事前防災対策等について、内閣府の「民間におけるレジリエ

ンス向上のための環境整備に関する研究会」にて商工会議所の考え方、取組み実績を述べるととも

に情報を収集した。 

 

②中小企業のＢＣＰ策定や損害保険加入促進等のビジネスリスクへの対応活動への支援（講師派遣等） 

各地商工会議所が東京海上日動火災保険株式会社と連携し実施する「ＢＣＰワークショップ策定
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支援」をサポートした。この取組みは、商工会議所が会員事業者向けに開催するシミュレーション

型の研修会（ＢＣＰ策定支援含む）に対し、保険会社が無料で講師を派遣し、中小企業のＢＣＰ策

定を支援するものであり、2017 年４月の中小企業委員会でこの取組みを紹介するとともに、実施

を呼びかけた。  

中小企業庁「自然災害に係る中小企業・小規模事業者対策のあり方研究会（ＢＣＰ策定支援研究

会）」において、当所推薦委員（相模原商工会議所）とともに、地方自治体、商工団体、金融機関、

士業等支援機関向けの「中小企業ＢＣＰ支援ガイドブック」の作成に参画した。 

このほか、会員事業者のビジネスリスクへの対応の一環で、ビジネス総合保険や業務災害補償プ

ラン等、商工会議所向け保険制度について普及促進を図った。 

 

 

３.震災復興、福島再生への継続的な支援 

（１）政策提言 

①被災地訪問の継続による現状・ニーズ把握と被災地域の実情を踏まえたインフラ整備、農林水

産資源と観光の再生、風評被害払しょく等への支援制度の改善等に向けた提言 

 ～東日本大震災からの確実な復興・創生に向けた要望を提出～ 

現地訪問や懇談会等のあらゆる機会を通じ、東日本大震災の被災地の現場ニーズの把握に努

めた。12 月から１月にかけて、日本商工会議所役員が東日本大震災の被災地商工会議所

（12/12-13：宮古、釜石。12/18：相馬、原町。12/25：塩釜、石巻。12/26：大船渡、気仙沼。

1/10：いわき）を訪問し、商工会議所幹部や地元の事業者等との意見交換や震災復興拠点エリ

ア等の視察を実施。意見交換等で得られた意見を要望書「東日本大震災からの確実な復興・創

生に向けた要望」にとりまとめ、３月８日に吉野正芳復興大臣に手交し、東京 2020 オリンピッ

ク・パラリンピック大会に向けた復興への取組み強化、産業復興・なりわいの再生、国主導に

よる福島の復興の早期かつ着実な推進等について実現を強く求めた。 

 

②住民生活や地域コミュニティの再建、原子力損害賠償の公正かつ着実な実施、産業・雇用の維

持・創出、廃炉・汚染水対策と迅速な除染実施等、福島再生に向けた提言 

福島の被災地域へのヒアリング等から、長期化・複雑化する風評被害を払拭するための情報

発信の継続・強化、人口流出が深刻化する中での労働力確保、事故の早期終息と福島の復旧・

復興の基礎となるイノベーション・コースト構想に関する取組み等の着実な実行への要望が寄

せられた。 

こうした状況を踏まえ、2018 年２月 15 日、「東日本大震災からの確実な復興・創生に向けた

要望―地域の自立・自走に向けた継続的な支援を―」と題する要望をとりまとめた。その中で、

国の主導による福島復興の早期かつ着実な推進を図るため、除染・汚染水処理の着実な実行と

風評被害対策の強化、被害の実態を踏まえた原子力損害賠償の確実な実施等、全体として依然

厳しい経営環境が続いている事業者が、さらに元気を取り戻して、被災地が自立・再興を果た

せるような事業環境を整えるための支援を政府・政党等に要請した。 
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③原子力発電所やエネルギー・環境関連施設等への視察による現場の実態を踏まえた情報発信の

強化 

現地視察や立地地域商工会議所との意見交換を通じて、現場の課題やニーズを把握し、情報

発信を行った。 

三村会頭は５月 10日、いわき・原町・相馬の各商工会議所の会頭・役員とともに、東京電力

福島第一原子力発電所を視察した。東京電力から廃炉作業の現状説明を受け、意見交換を行っ

た後、廃炉作業現場を視察した。 

2018 年２月 26日には、エネルギー・環境専門委員会が福島空港メガソーラー、および産業技

術総合研究所福島再生可能エネルギー研究所を視察した。再生可能エネルギーをめぐる技術開

発について、最先端の情報収集を行った。また、メガソーラーが立地する須賀川商工会議所役

員との意見交換も実施した。 

 

④福島復興・再生に向けた福島相双復興官民合同チームや福島相双復興推進機構を含む関係支援

機関との連携を通じた情報発信等の取組み強化 

石田専務理事が公益社団法人福島相双復興推進機構の理事として、年３回開催された同機構

の理事会に出席。商工会議所の代表として、産業復興の実現や東京 2020 オリンピック・パラリ

ンピック大会の場を活用した東北の復興の全世界へのアピール等について結束を求めた。 

 

（２）具体的な支援事業 

①被災地企業向けの展示商談会への支援（周知、バイヤー派遣協力等）、首都圏販売機会の確保 

東北六県商工会議所連合会等が主催「東北復興水産加工品展示商談会 2017」（６月６～７日」、

「復興フォーラム in 大阪」（６月 11～12 日）、「いわて・三陸けせん希望ストリート 2017」（10

月７日）、「販路開拓支援チーム 交流会」（２月 18日）の広報・ＰＲ支援を実施。また、２年目

を迎えたテストマーケティング事業「全国から毎週集まる!! 地域うまいもんマルシェ」（東京・

秋葉原）への出展を通じて、被災地事業者の販路開拓を支援した。 

 

②東北絆まつりと連動した東北への視察、観光の推進 

被災地商工会議所が連携して実施する地域活性化イベントや事業について、全国的な PR等を

通じて支援した。東北六県商工会議所連合会が実施する「伊達な商談会」、東北六県商工会議所

連合会等が主催し、東北の六大祭りが一堂に会する「東北絆まつり」（６月 10～11 日：仙台市）

の盛り上げに向け、各種機会を捉えて広報活動等を実施した。また、観光専門委員会活動の一

環として絆まつりの視察団を派遣する等、イベントの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、延べ 45万人の来場者で賑わい、地域活

性化に大きく貢献した。 

 

③被災中小企業復興支援リース補助事業の実施 

平成 23 年度（2011 年度）第３次補正予算で 100.5 億円規模の「被災中小企業復興支援リース
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補助事業」が決定し、経済産業省からの強い協力依頼で当所が事業の実施を受託した。同事業

は、東日本大震災に起因する設備滅失等により債務を抱えた中小企業に対し、設備を再度導入

する際の新規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軽減を図るもの。 

被災した中小企業の事業再開をさらに促進するため、2016 年３月に、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年延長することとなり、2018 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して継続実施した（申請受付期間は 2018 年５月 31 日

まで）。2011 年 12 月 12 日からの申請受付開始以降、2018 年３月 31 日現在で、累計 7,907 件（約

52.7 億円） の補助金交付を行った（このうち 2017 年度内は、515 件、約 5.1 億円）。 

 

 

４．オリンピック・パラリンピック等を活用した地域経済成長の実現      

（１）2020 年オリンピック・パラリンピック東京大会に向けた機運醸成と文化プログラムの開催促進 

  ～アンブッシュマーケティング（便乗商法、便乗広告）の制限に関する意見を表明～ 

東京オリンピック・パラリンピックに向けた準備状況等を各地商工会議所へ周知することを

目的として、定例会議等において大会組織委員会、オリンピック・パラリンピック等経済界協

議会等による講演・情報提供を随時実施したほか、東京五輪音頭 2020 が収録された CD を各地

商工会議所へ配布した。また、「オリンピック・パラリンピック等経済界協議会」における地方

自治体や地方企業との連携・協働に向けた検討に参画した。 

11 月に群馬県前橋市等で開催した「全国商工会議所観光振興大会 2017 in 前橋」では、大会

組織委員会から「東京 2020 応援プログラム」の認証を受け、３日間の全体会議・全体交流会・

分科会・エクスカーション会場各所に「東京 2020 応援マーク」を掲出し、機運醸成に寄与した。 

また、2018 年３月には、スポンサーの利益を守ることと、国民や選手のためのオリンピック・

パラリンピックとなることとのバランスを適切に図りながら今後の準備・対策を進めてもらう

ため、「アンブッシュマーケティング（便乗商法・便乗広告）の制限に関する意見」をとりまと

め、鈴木オリンピック担当大臣はじめ、政府、東京都、大会組織委員会等に提出した。 

 

（２）｢東京 2020 応援プログラム｣､｢beyond2020 プログラム｣の普及・実施、活用促進、地域産品の大

会関連事業での利用促進に向けたノウハウの蓄積など相談窓口機能の発揮 

大会組織委員会による｢東京 2020 応援プログラム｣、内閣官房による｢beyond2020 プログラム｣

について各地商工会議所における活用促進・活用の際のアドバイス、地域産品の大会関連事業

での利活用に関するヒアリング・情報提供等を行った。 

 

（３）2020 年東京大会前後におけるキャンペーン実施の協力 

大会組織委員会による 1,000 日前キャンペーンに対する周知等の協力や、内閣官房が主催す

る交通輸送円滑化推進会議に参加し、意見具申を行った。 

また、東京 2020 大会で使用するメダルを製作する「都市鉱山からつくる！みんなのメダルプ

ロジェクト」について、不要となった携帯電話やパソコンの回収に対する環境省からの要請を

受け、各地商工会議所への回収ボックスの設置依頼等の周知を行った（日商事務局にも設置）。 
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（４）大阪万博をはじめとする国際的イベントの実現に向けた支援 

2025 年国際博覧会の大阪・関西への誘致を実現するため、行政、経済界、各種団体等で構成

される官民共同の全国組織「2025 日本万国博覧会誘致委員会」が設立されている。 

日本商工会議所としても、万博開催に伴う経済効果や、訪日外客数の増加等の誘致目的に賛

同し、周知や機運醸成等、その活動を支援している。 

11 月にＢＩＥ（博覧会国際事務局）調査団が訪日した際には、大阪・関西のみならず、東京

においても機運を醸成すべく、企業・団体等と連携のうえ、シティドレッシングへの対応に協

力した。 
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Ⅱ．成長を後押しする一歩先んじた政策提言 

１．地域や中小企業のニーズに即した提言、政策実現力の向上 

（１）LOBO 調査等を通じた、的確な課題把握の下に政策立案・実行 

委員会活動の活発化、夏季政策懇談会等の討議の場の拡充 

総理官邸会合、大臣懇談会等を通じた商工会議所意見の反映 

①商工会議所の意見や現場の課題等を大臣等に直接伝える機会をタイムリーに設定し、政策実現度の

向上を推進 

未来投資会議や働き方改革実現会議等、国の重要会議に三村会頭をはじめ、日本商工会議所役員

等がメンバーとして参画し、各地商工会議所の声を踏まえた政策の実現に向け、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積極的に開催し、各地で実施している

地方創生の実現に向けた取組み等を紹介するとともに、山積する重要政策課題に対する商工会議所

の意見をタイムリーかつ直接提言・要望した（2017 年度の意見・提言：21本）。 

＜主な懇談会＞ 山本農林水産大臣（４月）、梶山地方創生担当大臣（11月） 

        茂木経済再生担当大臣（12 月）、野田総務大臣（2018 年１月） 

 

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 

夏季政策懇談会を７月に開催し、地方創生と持続的な経済成長の実現に必要な政策課題に関する

認識の共有化を図るとともに、「人手不足、大事業承継時代の地方創生」をテーマに、課題解決の

ための政策討議を行ったほか、地方創生への各地商工会議所の先進的な取組みや組織財政基盤の強

化に向けた今後の商工会議所運営のあり方等について議論した。 

また、ブロック商工会議所との懇談会等を数多く開催し、各地商工会議所会頭からの各地の実態

や直面する課題等について丁寧に対話を重ね、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。 

 

③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。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等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。 

 

④重要政策課題に関する各地での説明会の開催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の共有化をはかるため、各地商工会議

所が実施する会議等に当所役職員を派遣した。2017 年度税制改正等については 106 回、エネルギー・

環境政策については 14回行った。 
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⑤商工会議所 LOBO（早期景気観測）調査の実施、各地商工会議所・調査協力企業への LOBO 調査の活

用状況等のフィードバックによる周知活動の強化、調査精度の向上に資する調査対象企業数の増加 

1989 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、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、人手不足の影響、販売先との取引条件等）もあわせて実施した。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。 

本調査を広く周知する観点から、四半期ごとに各地商工会議所へ本調査の活用状況について

フィードバックを行ったほか、関係諸機関へ毎月の結果を送付した。また、2017 年４月に、本調査

のホームページをリニューアルし、利用者により分かりやすく活用しやすい仕様に変更し、本調査

結果を公開・提供した。2017 年度は新聞・テレビ等のメディアにおいて、計 65回取りあげられた。 

中小企業の景況感や経営環境の実態について、より精度の高い調査結果を発信するため、調査実

施商工会議所に対する調査対象企業の拡充・見直しを依頼し、2017 年３月に比べ、調査対象企業数

は 908 社増加した（2018 年３月末時点での調査協力商工会議所・調査対象企業数：422 商工会議所・

3,887 企業）。 

 

（２）中小企業の活力強化 

①小規模・中小・中堅企業の成長の後押し 

ⅰ）各地商工会議所訪問や専門家・有識者と連携により、中小企業の経営課題の把握、政策への

要望ヒアリング、アンケート等の実施による意見・要望のとりまとめ 

中小企業・小規模事業者が直面している経営課題を把握するため、都道府県庁所在地商工

会議所中小企業相談所長会議、ブロック別中小企業相談所長会議、経営指導員向け各種研修

会等に加え、のべ 243 商工会議所への訪問を通じてヒアリング・情報収集を実施したほか、

全国の商工会議所に対し、「平成 30 年度中小企業関係施策に関する要望アンケート」を実施

した。以上を踏まえ、小規模事業者支援ワーキングループや中小企業経営専門委員会で検討

し、「平成 30 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。 

 

ⅱ）要望実現に向けた政府・政党への働きかけ 

中小企業政策審議会や産業構造審議会に三村会頭にご出席いただき、世耕経済産業大臣を

はじめとする経済産業省・中小企業庁幹部に対し、商工会議所の意見を直接要望した。また、

中小企業政策審議会の基本問題小委員会や中小企業経営支援分科会、与党の各種会議に参加

し、商工会議所の考え方を強く主張した。「平成 30 年度中小企業・地域活性化施策に関する

意見・要望」は、西村中小企業委員長から安藤中小企業庁長官に手交し、その場で内容の説

明し、要望内容の実現を働きかけた。加えて、同要望書は、各政党の議員および政府にも配

布し、実現を働きかけた。 
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ⅲ）要望実現状況のフォローアップ、翌年度中小企業施策に関するブロック別相談所長会議等

を通じた各地商工会議所への周知・説明 

2017 年度補正予算・2018 年度予算において実現した中小企業関係予算について、「商工会

議所の経営支援・地域活性化事業等に利用可能な各省庁等予算」として集約し、日商常議員

会等において配布、周知したほか、ＣＣＩスクエアに掲載するともに、2018 年１～２月に全

国９ブロックにおいて開催した「ブロック別中小企業相談所長説明会」において、実現状況

の説明を行った。 

 

②中小企業の特性への理解促進を図り、中小企業の活力を最大限引き出す税制の実現 

2017 年度末で期限切れとなる租税特別措置（所得拡大促進税制、少額減価償却資産の特例、

交際費の課税特例等）の活用実態や課題、納税事務負担の実態や軽減・改善すべき点等につい

て、全国の商工会議所へ「税制アンケート」を実施するとともに、事業者および専門家へヒア

リングを行った。 

また、近年、都市部を中心に地価が上昇する中で、固定資産税負担の急激な上昇を緩和する

「商業地等に係る固定資産税の負担調整措置」の延長に向け、2017 年９月、国土交通省と連携し、

特に影響が大きいと予測された都道府県庁所在地および政令指定都市の事業者に対して、該当

地の商工会議所を通じて、詳細な調査を実施した。 

各種アンケート調査等を踏まえ、税制専門委員会および税制委員会において、「平成 30 年度

税制改正に関する意見」をとりまとめ、９月に公表した。全国の商工会議所と緊密に連携し、

政府・政党に要望活動を展開した結果、平成 30 年度税制改正において、「所得拡大促進税制の

拡充・延長（３年間）」、「償却資産に係る固定資産税の減免の創設（３年間）」、「少額減価償却

資産の特例の延長（２年間）」、「交際費の課税特例の延長」（２年間）、「商業地等に係る固定資

産税の負担調整措置・条例減額制度の延長（３年間）」等が実現した。これらの改正を含む「所

得税法等の一部を改正する等の法律案」が平成 30年３月 28日に成立した（公布：平成 30 年３

月 31日、施行：平成 30年４月１日（特段の定めがあるものを除く））。 

 

③商工会議所の強力な働きかけにより、事業承継税制の抜本拡充が実現（再掲） 

経営者の高齢化や後継者難等による廃業により、中小企業者数は、この５年間で約 40 万者減

少している。加えて、間もなく団塊世代の経営者約 30 万人が 70 歳を迎え、中小企業の「大事

業承継時代」が到来する。 

「価値ある事業」が次世代に引き継がれることにより、わが国中小企業が活力を取り戻すため、

事業承継税制の抜本的な拡充に向けて、2017 年 7 月、全国の会員企業を対象に「事業承継の実

態に関するアンケート調査」（回答件数 3700 件）を実施した。全国の会員企業の声を踏まえ、

意見をとりまとめ、全国の商工会議所と緊密に連携し、政府・政党に要望活動を展開した。 

要望の実現に向けて、2017 年 11 月 16 日（木）に、全国の商工会議所から約 350 名の会頭等

の参加を得て、「事業承継税制の抜本拡充推進大会」を開催した。同大会は、自由民主党・宮沢

洋一税制調査会長および同党・城内実経済産業部会長を来賓に招き、事業承継税制の抜本拡充

が全国の商工会議所と中小企業の総意であることを政府・与党に強力にアピールした。 
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全国の商工会議所をあげて陳情活動を展開した結果、平成 30 年度税制改正において、事業承

継税制は、商工会議所の意見が数多く盛り込まれ、画期的な制度へと抜本的に拡充された。 

＜主な内容＞ 

・猶予対象株式の制限（発行済議決権株式総数２／３）撤廃、納税猶予割合 100％への引上げ 

・雇用維持要件の実質撤廃 

・経営環境変化に応じた減免制度の創設 

（株式売却や廃業の際に株価を再計算し承継時との差額を免除） 

・複数承継（配偶者や従業員からの贈与・相続や後継者が複数（３人まで）での承継） 

 

④都道府県単位の「事業引継ぎセンター」「事業承継ネットワーク」その他中小企業庁の事業承継

施策への協力＜再掲＞ 

中小企業庁は、主にＭ＆Ａや親族外承継を支援する「事業引継ぎ支援センター」を 47 都道府

県に設置した。そのうち 32 カ所は商工会議所が設置主体となっており、行政と連携し、中小企

業等の事業承継を後押しした。事業引継ぎ支援センターの 2017 年度の活動状況は、中小企業・

小規模事業者 8,526 社の相談に対応、事業引継ぎの成約件数は 687 件と、窓口相談企業数、事業

引継ぎの成約件数ともに大幅に増加している。 

また、中小企業庁が全国 19 県に設置した「事業承継ネットワーク」にも、設置県内全ての商

工会議所が参加し、そのうち６県では商工会議所が事務局を受託した。 

2018 年２月、「商工会議所の事業承継支援事例集」を作成し、商工会議所が行う先進的な事業

承継支援の取組みを全国に水平展開した。加えて、中小企業庁作成の「事業承継５ヶ年計画」、

中小企業庁発行の「事業承継マニュアル」、中小企業基盤整備機構の「事業承継セミナー」等を

活用し、各地商工会議所と円滑な事業承継を推進した。 

 

⑤中小企業の海外展開支援、経済連携協定の締結促進 

ⅰ）経済連携協定の締結・内容改正に関する意見 

米国の TPP離脱が色濃くなる状況下の 2016 年 11 月、日本ニュージーランド経済人会議（主

催：日本ニュージーランド経済委員会＝委員長 進藤清貴、王子ホールディングス㈱会長）に

おいて、経済界の中でいち早く TPP11 の必要性を訴え、両国経済界の機運を醸成。2017 年 11

月の同会議で TPP11 の早期発効を求める共同声明を採択し、両国政府に提出した。 

同年 10 月の日豪経済合同委員会会義（主催：日豪経済委員会＝会長 三村明夫、新日鐵住

金㈱相談役名誉会長）でも、TPP11 の早期発効を求める共同声明を採択。両国政府に提出し、

早期実現に向け働きかけた。 

同月 23 日には、日本経済団体連合会、経済同友会、日本貿易会とともに、要望書「11 カ国

による TPPの早期実現を求める」を安倍首相と茂木経済再生担当大臣に提出。三村会頭は「TPP

の早期実現は、世界全体にグローバリズム、自由貿易を推進する意義を示す絶好の機会。総

理のリーダーシップでぜひ難題をブレークスルーしていただきたい」と述べた。 

こうした取組みの結果、同年 11 月の TPP 閣僚会合で大筋合意。2018 年３月には、参加 11

カ国による署名式が開かれた。 
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ⅱ）各地商工会議所や JETRO、専門家・有識者等との連携による海外展開を後押しする環境整備

等の検討、政府等への意見とりまとめ 

中堅・中小企業の海外展開を総合的に支援する枠組みである「新輸出大国コンソーシアム」

に、2016 年２月の設立時から構成機関の一つとして参加した。当所のほか、全国 238 の商工

会議所が支援機関となっている（北海道および長野、滋賀、島根、宮崎の各県連含む、４月

１日現在）。 

 

⑥知的財産の創造・保護・活用の促進による中小企業の競争力強化＜再掲＞ 

知的財産戦略本部検証・評価・企画委員会や産業構造審議会知的財産分科会、新設された不

正競争防止小委員会や基準認証小委員会等の政府会議への参画、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。知的財産の

経営戦略への活用促進に向けた商工会議所の要望活動が結実し、かねてより要望していた「中

小企業を対象とした特許料金の一律半減制度」を盛り込んだ特許法改正法案が国会に提出され

た（2019 年４月より施行の見込み）。 

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、2018 年３月、「知的

財産政策に関する意見」をとりまとめた。特許裁判における損害賠償額の引上げ、特許料金の

一律半減制度を盛り込んだ特許法改正法案の早期成立と周知、特許等申請手続きの簡素化、知

財の事業性評価を活用した融資制度の普及、侵害サイトに誘導するリーチサイト等の実態解明

と法制面・技術面での早急な対策等の実現を知的財産戦略本部、特許庁、内閣府等へ働きかけ

た。 

 

⑦民法（債権関係）・会社法・競争法等経済法規改正への対応および中小企業の事業活動に資する

経済法制の実現・法務対応力の向上への取組み 

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し、中小企業

をはじめとした事業者が活力ある経済活動を展開できるよう、調査研究・意見要望・周知活動

を実施した。 

商工会議所の意見が多く反映された民法（債権関係）改正法が 2017 年５月 26 日に成立した

（2020 年４月１日施行）。改正内容周知のため、経済法規専門委員会の下に民法（債権法）改正

普及・啓発ワーキング会議を設置し、中小企業向けに小冊子『民法改正 取引はどうなる？』（有

料）を出版し、約２万部を発行した。また、担当職員を各地商工会議所に派遣し、改正に関す

る説明会を行った（2017 年５月～2018 年３月：計 11 商工会議所）。 

企業統治のあり方に関する規律を中心に見直し作業が進められている会社法改正に対応する

ため、経済法規専門委員会（2017 年９月 28日、2018 年３月１日開催）、および同専門委員会の

下に設置した会社法検討委員会で会員企業および有識者による議論を重ね（2017 年４月～2018

年２月：計 10 回）、商工会議所推薦委員を通じて、毎月の法務省法制審議会会社法制（企業統

治等関係）部会で意見陳述を行った。さらに、東京商工会議所と連名で意見をとりまとめた。 

競争法については、課徴金制度の見直し等について検討を行っていた独占禁止法研究会で、
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2017 年４月 25 日にとりまとめられた報告書に係る意見募集（パブリックコメント）に対して、

「独占禁止法研究会における課徴金制度の在り方検討に関する意見」を 2017 年６月 27日に改め

て提出した。その後、与党より企業の防御権等について意見があり、2018 年１月 10日に、2018

年通常国会への改正法案提出の見送りが公正取引委員会から発表され、本要望活動は次年度以

降も継続することになった。 

 

⑧中小企業等における IoT の導入・活用促進 

企業や各地商工会議所などへのヒアリング、アンケート等の実施 

515 商工会議所を対象に、「平成 29 年度商工会議所情報化実態調査」を実施した。「Ⅰ.IT 化支

援人材、IT・IoT 導入活用支援、事例調査」と「Ⅱ.IT 機器・情報セキュリティ対策・業務シス

テム（TOAS 等）調査」の２部構成でヒアリングを行うとともに、アンケート結果の公表等を通

じて、各地商工会議所における IT・IoT 等に関する取組みの好事例や、情報セキュリティ対策の

整備体制等について、情報提供した。（Ⅰ．449 商工会議所が回答＜回答率 87.1％＞、Ⅱ．443

商工会議所が回答＜86.0%＞）） 

 

（３）マクロ経済／地域活性化 

①国・地方における規制・制度改革等の推進 

2018 年３月に「生産性革命・人づくり革命・地方創生の実現に向けた規制･制度改革の意見」

をとりまとめ、規制改革推進会議、経済財政諮問会議、未来投資会議等に提出した。その結果、

規制改革実施計画（2018 年６月 15 日閣議決定）に、「卸売市場を含めた流通構造改革」や「所

有者不明森林への対応強化」等が、経済財政運営と改革の基本方針 2018（2018 年６月 15 日閣

議決定）に、「公共工事の施行の年度を通じた平準化」や、「規制のサンドボックス制度の推進」

等が記載される等、多くの意見が実現または実現に向けて動き出した。 

行政手続の簡素化については、政府の行政手続部会や法人設立手続オンライン・ワンストッ

プ化検討会にて意見表明を行った結果、2018 年４月の「行政手続部会とりまとめ」に、ハロー

ワーク、労働基準監督署、日本年金機構における統一様式の適用およびワンストップ受付窓口

の設置等が 2018 年５月の「法人設立手続のオンライン･ワンストップ化に向けて」に、2019 年

度中にオンラインによる法人設立登記の 24時間以内処理の実現を目指すこと等が明記された。 

 

②持続可能な社会保障制度の実現 

ⅰ）医療・介護・年金制度改革をはじめとする、重点化・効率化を軸とした社会保障制度改革

の推進、人口減少下でのあるべき社会保障制度・マイナンバーの有効活用等について、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では、「社会保障財政の現状と今後の見通し」、「健康保険組合の財政状

況と 2025 年度に向けた医療・医薬保険制度改革」、「薬価制度の抜本改革の論点と課題」、「ヘ

ルスケア産業のデジタル化（医療・介護の生産性向上・高度化に向けた取組み）」、「福祉制度

の日米比較」等に焦点を当て、有識者による講演を基に意見交換を実施した。 

 

－33－



- 34 - 

 

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 

当所は、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。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

ついて意見を表明し、給付の適正化や重点化、制度の効率化のための諸改革に反映した。 

具体的には、平成 29 年度の制度改正では、「地域包括ケアシステム推進強化法」（平成 29

年 5 月成立）による高所得者の介護利用者負担の引上げ（平成 29年 8月から）や、70歳以上

の高額療養費制度（自己負担限度額を超えた医療費が還付される仕組み）の見直し等、商工

会議所が主張してきた応能負担や重点化・効率化の主張に沿う形で見直しが図られた。 

 

③「経済成長と環境の両立」を実現するエネルギー・環境政策の確立 

「Ｓ＋３Ｅ」「経済成長と環境の両立」の考え方を盛り込んだエネルギー基本計画や第五次環

境基本計画の策定、2030 年以降を見据えた地球温暖化対策等、その他のエネルギー・環境に関

する政策課題に対する意見のとりまとめ 

 

ⅰ）第五次エネルギー基本計画策定への対応 

８月から３年に一度のエネルギー基本計画の見直しに向けた議論が開始された。当所は 11

月 16 日に「エネルギー基本計画の見直しに対する意見」を資源エネルギー庁に提出。政府

目標から更に踏み込んだ電力コストの削減、FIT 制度の抜本的見直し等、現行エネルギー

ミックス実現を目指すための取組み強化を求めた。また、総合資源エネルギー調査会基本

政策分科会のヒアリングに石川義明エネルギー・環境専門委員会委員（川口商工会議所常

議員、石川金属機工(株)代表取締役社長）が出席し、意見表明を行った。 

 

ⅱ）第五次環境基本計画策定への対応 

環境基本計画は６年おきに見直されており、2017 年２月から第五次計画の策定に向けた

議論が行われた。当所からは小林勝彦エネルギー・環境専門委員会委員（東京ガス(株)環

境部長）が中央環境審議会総合政策部会委員として議論に参加した。また、９月７日に「「第

五次環境基本計画」策定に向けた中間取りまとめに関する意見」を環境省に提出。エネル

ギー基本計画との整合性確保や企業の声をヒアリングしたうえでの丁寧な議論を求めた。 

 

ⅲ）第四次循環型社会形成推進基本計画策定への対応 

循環型社会形成推進基本計画はおおむね５年ごとに見直されており、2017 年度から 2018

年度にかけて第四次計画策定に向けた議論が行われた。当所から小林勝彦エネルギー・環

境専門委員会委員（東京ガス(株)環境部長）が中央環境審議会循環型社会部会委員として

議論に参加し、企業の自主的な取組みを促すことの重要性や、支援・ツールの認知度向上

を求める等、商工会議所の立場から意見を述べた。 
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ⅳ）再生可能エネルギー固定価格買取制度(FIT)の見直しへの対応 

2012 年の導入以降、再生可能エネルギー固定価格買取制度(FIT)における賦課金総額は急

増の一途をたどっている。経済産業省の調達価格等算定委員会は、2018 年２月に「平成 30

年度以降の調達価格等に関する意見」を公表し、３月に意見募集（パブリックコメント）

を実施した。当所は「「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置

法施行規則の一部を改正する省令案等」に関する意見」を提出。国民負担抑制の観点から、

コスト検証に基づく機動的な買取価格の見直し等を求めた。 

 

④広域観光振興、インバウンド推進による地域活性化 

ⅰ）観光振興、広域連携、インバウンドに関する調査・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組み」に関する調査を実

施（全 515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、11 月の全国観光振興大会 in 前橋において

結果報告を行った。 

政府の観光立国推進閣僚会議が策定する「観光ビジョン実現プログラム」の改定に先立

ち、「観光立国実現に向けた隘路打開への取り組みについて」を４月にとりまとめ、石井国

土交通大臣、田村観光庁長官をはじめ、政府・政党等に提出した。この結果、５月に改定

された観光ビジョン実現プログラムには、商工会議所の意見が数多く盛り込まれた。 

 

ⅱ）地域間、産業間、テーマ別等の連携による旅行者の各地への拡大・分散化、新たな観光開

発・観光需要の創出に向けた推進策の検討 

４月にとりまとめた「観光立国実現に向けた隘路打開への取り組みについて」においては、

共通したテーマ・ストーリー等による広域連携観光の促進や旅行需要の拡大に資する交通体

系の整備等についても要望した。 

 

ⅲ）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 

４月にとりまとめた「観光立国実現に向けた隘路打開への取り組みについて」においては、

観光産業の生産性向上、観光統計の整備・活用の促進と情報発信体制の構築、外国人留学生

や持続的な観光地経営を行う DMO の中核を担う人材の育成・確保等についても要望した。 

 

⑤地方創生と人口減少問題への対応 

ⅰ）「地方版総合戦略」に基づく各地の取組みの推進および成功事例の共有化 

総合政策委員会では、わが国経済や商工会議所を取巻く状況を踏まえ、「地域経済の好循環

の実現」、「東京と地方が共に栄える真の地方創生の実現」を通じた新しい国づくりを中心テー

マに全国の取組みの現状や課題の研究を行った。具体的には、県境を越えた広域観光連携や

産業集積により共同受注体制を確立した事例等について、研究および意見交換を行った。 
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ⅱ）まち・ひと・しごと創生総合戦略の確実な実行や課題解決に向けた意見活動 

意見書作成に向け、アンケート調査から「地方版総合戦略」の進捗度合の確認や好事例等

の情報収集、総合政策委員会での研究・意見交換を行った。 

 

ⅲ）日本健康会議の動向や勤労世代の健康増進に向けた企業の取組みなどの情報発信を強化し、

健康寿命の延伸、医療費の削減、中小企業の健康経営への取組みを促進 

国民生活委員会を通じ、健康経営優良法人認定制度に認定された商工会議所の先進的な取

組み事例を紹介する等、各地商工会議所の取組み促進に向けた啓発を行った。 

 

ⅳ）イントラネット「まち・ひと・しごと創生コーナー」等での情報提供 

CCI スクエア内に設けた「ライブラリー」「地方創生コーナー」等を通じ、各地商工会議所

に対し、まち・ひと・しごと創生に関する政府等の動向をはじめとした各種情報の適時適切

な提供に努めた。 

 

⑥農林水産業の成長産業化 

「平成 30 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、農林水産業の生産

性向上・高付加価値化に向けた連携促進、農林水産物・食品等の輸出促進、林業・水産業振興、

それぞれに対する支援を提言し、政府・政党に対し要望実現を働きかけた。 

各地商工会議所会館の建替・改築時において国産材活用を促進すべく、各地商工会議所に対

する国の支援（補助金等）に関する情報提供ならびに所管官庁・関係団体との意見交換を実施

した（2017 年度末現在、大田原商工会議所ならびに飯能商工会議所において、新会館の木質化

について検討が進められている。ＣＬＴの活用で国等の補助金・支援あり）。 

 

⑦消費税率引上げ、軽減税率導入に向けた適切な対応 

2019 年 10 月１日に実施予定の消費税率 10％への引上げおよび軽減税率制度について、中小

企業における「消費税の価格転嫁の見込み」や「軽減税率制度の準備状況」、「インボイス導入

時に想定される事務負担や免税事業者の取引への影響」等について、全国の商工会議所を対象

に実施した「税制アンケート」の結果や、事業者および専門家へヒアリング等を踏まえ、「平成

30 年度税制改正に関する意見」に反映し、政府・政党に提言した。 
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Ⅲ．商工会議所機能の拡大化～未来を拓く商工会議所～ 

１．現場主義、双方向主義の徹底 

（１）各地商工会議所とのさらなる交流促進、意見交換の機会の拡大 

①ブロックや都道府県連合会、各地商工会議所会合への積極的な参画 

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。地域の実態や直面する

課題等について各地商工会議所会頭と丁寧に対話を重ね、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・双方向主義を徹底した。 

 

②夏季政策懇談会（７月、東京）等の政策討議の場の拡充 

夏季政策懇談会では、中小企業が直面する「人手不足」や「事業承継」等の重要政策課題の

ほか、地方創生に向けた観光振興・農商工連携の推進等、時宜を捉えたテーマのもと、政策討

議を実施した。 

また、会頭・副会頭会議やブロックごとに開催される総会にあわせた各ブロック商工会議所

との懇談会等、あらゆる機会を活用し、地方創生の加速化と持続的な経済成長に向けて、各地

商工会議所会頭等との意見交換の場を多く設け、議論を行った。 

 

③委員会・特別委員会・専門委員会活動の活発化（各地開催、視察等） 

委員会・特別委員会・専門委員会等を開催し、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・意見発表を通じて共有・

横展開を図り、各地商工会議所活動の活発化を推進した。 

 

④日商役職員による 515 商工会議所訪問の継続（要望聞き取り、先進的な活動の確認、企業訪問等） 

各地商工会議所や会員企業のニーズ把握、各地商工会議所とのネットワーク構築等を目的とし

て、日商役職員が３年間で全国 515 カ所の商工会議所を訪問する「全商工会議所訪問」を継続実施。

2016 年度から４巡目を開始し、2018 年３月までに 488 商工会議所を訪問した。 

 

⑤各地商工会議所の運営・会員増強に関する先進事例の発信＜30 事例以上＞ 

各地商工会議所が展開している会員増強活動等の取組み事例を、現状調査やヒアリング調査を通

じて収集し、結果を定例会議やＣＣＩスクエアを通じてフィードバックを行った。 

 

（２）JA 等の地域の多様な主体との連携強化、役員・議員の活躍推進 

①「広域」「多様な主体」軸とした連携、役員・議員活躍推進の先進事例・ノウハウの提供・横展開 

各地商工会議所の事業活動・組織運営に対する支援を強化するため、商工会議所訪問等による各

地の実情把握を展開するとともに、広域連携や多様な主体との連携に関する先進事例を提供した。 

９月 20 日（水）には商工会議所女性役員を対象に、商工会議所の使命・役割等の見識をより深め

てもらうとともに、執行体制への参画意識の一層の醸成や参加者相互の交流を図ることを目的とし

た「全国商工会議所女性役員研修会」を開催し、合計 31 人が参加した。 
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②商工会議所役職員の育成支援、体系的な研修の充実（若手・中堅、管理職、事務局長研修等） 

商工会議所職員の経営支援力や地域活性化コーディネート力等の強化 

 

ⅰ）若手・中堅職員研修（11月 30 日～12 月１日） 

人口減少、人手不足、地域の疲弊等の構造的な課題が顕在化する中、地方創生や中小企業の発展

に向け、働き方改革や IoT 等の活用、外需取込みに資する海外展開やインバウンド等、新たな課題

に幅広く対応していける職員の育成を目的に開催した（105 名参加）。 

若手職員研修は、ビジネスコミュニケーションやコンプライアンスを含めた職員としての基礎知

識だけではなく、商工会議所の歴史・役割、直面する政策課題と求められる対応等について効果的

に習得できる内容とした。 

中堅職員研修は、商工会議所が直面する政策課題と求められる対応等について理解しつつ、商工

会議所の中核を担う職員として強いリーダーシップを発揮できるよう、コーチング手法等も習得で

きる内容とした。 

 

ⅱ）管理職研修（７月 27日～28 日） 

人口減少、人手不足、地域の疲弊等の深刻化する構造的な課題に直面する中、商工会議所として

限られた人材や資金の中で活動を最大化するためには何が求められるかをテーマとして、各地で商

工会議所活動を牽引している管理職を対象に開催した（66名参加）。 

商工会議所が直面する課題、今後の商工会議所職員に求められる役割、働き方改革に対応した職

場でのダイバーシティマネジメントや職員のモチベーションアップ手法等について、外部講師を招

き、グループ討議や演習を交えて習得できる内容とした。 

 

ⅲ）事務局長研修（１月 24 日～26日） 

人口減少、人手不足等、商工会議所、地域、会員事業所を取り巻く環境が厳しさを増す中、商工

会議所としてこれらの課題にいかに対応すべきかをテーマとして、商工会議所運営を担う事務局長

を対象に開催した（57名参加）。 

重要な政策課題、商工会議所組織の活性化や人材育成に焦点を当て、今後の対応策等についてグ

ループ討議等を交えながら共通認識の醸成を図り、今後の運営の一助となり得る内容とした。 

 

③栄典制度見直しに伴う各地商工会議所役員の叙勲申請の活発化、受賞者数拡大（従来の２倍以上に） 

地方創生への貢献が高く評価され、叙勲推薦の基準年数（商工会議所役員就任年数）の短縮、 

常議員に対する叙勲の新設、書類や手続きの簡素化等、政府による栄典制度の見直しにおいて、

商工会議所の要望が実現し、2017 年秋の叙勲から適用が開始された。これにより、叙勲の受章者

数は大幅に増加し、2016 年秋の 18名、2017 年春の 11名に対し、2017 年秋は 30 名となった。 
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（３）組織財政基盤の強化、小都市商工会議所支援、人材育成支援、政策・事業執行機能の強化 

①商工会議所の組織運営基盤強化への支援 

ⅰ）全国商工会議所専務理事・事務局長会議における商工会議所組織運営基盤強化等の討議、 

情報提供 

第 71回全国商工会議所専務理事・事務局長会議を、５月 18 日から 19 日に和歌山県和歌山市で

開催し、314 商工会議所・連合会から 408 名が参加した。 

全体テーマを「地域の『未来を拓く』商工会議所の機能強化について」とし、全体会議では、

人口減少や地域の疲弊、東京一極集中という構造的な課題等について整理を行うとともに、人手

不足の克服に向けた多様な人材の活躍推進や働き方改革、IT活用等による生産性向上、観光・農

商工連携による地方創生の実現等、主要な政策課題への対応について、政府の動向や商工会議所

の考え方等の共有を図った。 

管内商工業者の規模毎にグループに分かれて開催した「規模別商工会議所専務理事・事務局長

懇談会」では、10商工会議所からの先進的な事例発表を踏まえ、商工会議所の組織・財政基盤の

強化策や活動の見える化、商工会議所間連携の促進をはじめとする中長期的な検討課題等につい

て活発な意見交換を行った。 

 

ⅱ）商工会議所の組織運営基盤強化 

第 29期において、運営専門委員会および小都市商工会議所支援ワーキンググループ等で整理・

分析した諸課題への対応策として策定した 2017 年度～2019 年度のアクションプランに基づき、

組織・財政基盤の強化を図るため、会員増強や商工会館の老朽化対策等に資する「事業所訪問ポ

ケットマニュアル」、「会館建設・移転マニュアル」等のツールを作成・提供したほか、大型店等

を含む会員増強を図る管理システムの企画・開発の検討を開始した。 

人口減少や事業者数の減少等の構造的課題に直面する商工会議所がそれぞれの地域において存

在価値を示し、地域の総合経済団体として活動していくために必要な対応策や商工会議所運営の

在り方等について、全国商工会議所専務理事・事務局長会議等において、中長期的な視点から集

中的な議論・検討を行った。 

さらに、組織・財政基盤強化に資する各地商工会議所の先進事例について、委員会や各種会議、

ＣＣＩスクエア等を活用し、共有・横展開を図った。 

加えて、三村会頭をはじめとする日商幹部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、地域の実態や直面する課題等について各地商工会議所と丁寧に対話を重ね、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・双方向主義を徹底した。 

 

ⅲ）「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」に向けた商工会議所の取組みを分かりやすく

まとめた「商工会議所ニュースかわら版」を毎月発行した。各地商工会議所では、ホームページ

や会報に掲載する等、商工会議所活動の周知に利用された。 
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ⅳ）ＴＯＡＳ（商工会議所トータルＯＡシステム）の利用促進 

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を対象に、１人１台の実機を用いた、TOAS の設定や運用等に関

する研修を開催した（2018 年 3月末現在の導入商工会議所数は 357 商工会議所）。 

 

ⅴ）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（2018 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 151、カー

ドの発行実績は口座数 17,174、枚数 24,278 枚）。個人カード、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・法人両部門を広くカバーするカードとして認知されている。 

 

②商工会議所の経営支援力の向上 

ⅰ）各地商工会議所の経営発達支援計画の策定・実行支援、経営支援における IT 活用の推進 

各地商工会議所の認定申請に向け、経営発達支援計画策定研修会・個別相談会を開催したほか、

経営発達支援事業の好事例をまとめた事例集を作成し、各地商工会議所に周知した。2018年３月

に公表された第５回認定では77商工会議所（内訳：①新規11、②再申請42、③２度目の認定申請2

4）が認定され、2018年３末の累計認定数は356カ所（うち4カ所は2018年３月末で認定期間終了）

となった。 

経営支援における IT 活用の推進に向け、2018年２月の常議員会で報告した、アクサ生命保険株

式会社・株式会社マネーフォワードとの「クラウド会計等の導入・活用支援事業」にあわせ、ク

ラウド会計等の導入・活用、および業務効率化・売上データ等の分析により生産性向上・消費税

軽減税率対策を支援する商工会議所の取組みを紹介した「経営支援事例集」をとりまとめた。 

2017年12月の当所中小企業委員会にて、生産性向上に向けた事例発表「モバイルＰＯＳレジの

活用」を行い、水平展開を図った。 

 

ⅱ）IT（クラウド等）支援力向上、経営発達支援計画策定、経営支援ノウハウ蓄積・共有などの

テーマ別実践型研修や第６回商工会議所経営指導員全国研修会（熊本）等の総合研修等、 経営指

導員の能力向上と支援体制強化に向けた研修会等の実施＜16回程度＞ 

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経営支援力を向上すること

を目的に、「第６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）」を６月に熊

本市で開催した。 

全国の商工会議所の経営指導員ら185人が、商工会議所の個者支援能力の更なる向上を目指し、

「伴走型支援を行う上での経営分析力強化」を目的に、経営分析の手法および経営支援力向上に向

けた学習・思考力等について、講義やグループディスカッションを通じ、参加者自身が習得する

とともに、部下・後輩の経営指導員等への指導・伝達方法について学んだ。 

研修会の結びに、「伴走型支援」を一層深化させ、事業者の経営状況を正確に分析・把握し、課

題を抽出しつつ、「課題解決に有効な支援を実行する力」を高めること、部下・後輩等への「ＯＪ

Ｔ」や「所内での知識（ナレッジ）の共有・総量の拡大」に引き続き取り組むこと、「商工会議所
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ネットワークを活用した支援ノウハウの習得・実践」に一層取り組むここと等をまとめた「熊本

アピール」が採択された。 

経営指導員の支援力の向上を推進するため、経営指導員等向けのテーマ別実践研修を開催した。

具体的には、「創業」「経営支援分析力向上」「マル経を中心とした金融」「事業再生・廃業支援お

よび BCP 策定支援」「女性経営指導員研修会」のほか、2017年度は新たな取組みとして、経営支援

の現場におけるローカルベンチマークの具体的な活用方法を学ぶことを目的に「事業性評価のた

めのローカルベンチマーク活用研修会」を開催した。 

 

ⅲ）スーパーバイザーによる経営指導員（特に小都市商工会議所）へのＯＪＴ指導 

経営支援のノウハウや実績等を有する人材（「スーパーバイザー（以降ＳＶ）」）が、ＯＪＴ（O

n-the-Job Training）等により、都道府県内の複数の商工会議所グループの若手・経験年数の浅

い経営指導員等を指導・教育する「小規模事業者経営力向上支援事業（スーパーバイザー事業）」

について、2017年度から商工会議所向けに中小企業庁予算が講じられた。 

公募および採択審査委員会での審査を経て、12グループ（実施主体：県庁所在地商工会議所ま

たは商工会議所連合会）が採択され、2018年2月28日まで事業が実施された（最終的な実施主体は

11グループ）。 

 

ⅳ）経営支援の先進支援事例の横展開（委員会、研修会、事例集、メールマガジン、経営指導員

スクエア、ＣＣＩスクエア等） 

2017年10月、経営発達支援計画の認定を受けた商工会議所等が行う経営発達支援事業について、

経営発達支援計画に関する認定申請ガイドラインに掲げられた10種類の事業項目に沿った「商工

会議所取り組み事例集(経営発達支援事業)」を策定した。また、2018年２月には、「商工会議所の

事業承継支援事例集」と「中小企業の生産性向上・消費税軽減税率対策に資するクラウド会計等

の導入・活用支援」に関する『商工会議所経営支援事例集』」を策定した。 

中小企業委員会では、事例集に掲載した内容のほか、クラウド会計やモバイルＰＯＳレジ等の

導入支援、2017年度から開始したスーパーバイザー事業等支援人材の資質向上、都道府県の小規

模企業振興予算の拡充等のテーマについて、計10カ所の商工会議所に事例発表いただいた。 

「経営指導員メルマガ」を毎月配信し、経営指導員に直接施策や補助金情報、経営指導員支援事

例等を提供したほか、「経営指導員スクエア」に、経営指導員等が知っておくべき情報を集約した。 

 

ⅴ）中小企業経営専門委員会等における、経営者のあり方・理念、生産性向上・新たな成長に向

けた課題への対応や地域全体の成長・発展に向けた経営のあり方等の検討 

地域経済の発展に資する経営の在り方について検討するため、中小企業経営専門委員会におい

て、先進的な取組みを行っている経営者や専門家を講師に招き、「商工会議所を中心にした創業支

援や魅力ある地域づくりの方法」や「経営者が果たすべき企業経営の使命と責任について」、「渋

沢栄一翁の経営哲学」等について学んだ。 
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ⅵ）地方自治体における小規模企業振興対策の維持・拡充に向けた対応 

第 30期から中小企業委員会中小企業経営専門委員会の下に新設した「小規模事業者支援ワーキ

ンググループ」での討議等を踏まえ、11月に「小規模企業振興対策予算の拡充に関する意見・要

望」を常議員会で機関決定した。その後、全国知事会および全国市長会に加え、今般、新たに都

道府県議会議長会および全国市議会議長会に対し、直接提出した。 

具体的な要望事項として、「経営指導員等補助対象職員の設置定数基準の見直し（管内小規模企

業数以外の基準の設置等）」「より実態に近い管内小規模企業数を基準とした補助対象職員数の設

置」「経営指導員等の人手不足に対応するための年齢要件緩和」「広域指導員等の設置による支援

力向上、小規模企業のセーフティネット機能維持」を強く求めた。 

都道府県庁所在地商工会議所中小企業相談所長会議、ブロック別中小企業相談所長会議等や、

中小企業委員会等を通じ、小規模企業振興対策予算の拡充を実現するための商工会議所の取組み

事例等について、各地商工会議所に周知した。 

 

③商工会議所事業・サービスの拡充と財政基盤の強化 

ⅰ）「日商簿記新生プロジェクト」の取組みをはじめ、各種検定試験の普及・受験者数拡大策の 

一層の推進 

検定事業について、商工会議所検定の柱である簿記検定のさらなる普及、受験者数拡大に向け、

「日商簿記新生プロジェクト」として、次の取組みを行った。 

新たな受験者層の獲得に向け、2016 年度まで実施していた「簿記４級」に替わり、初学者向

けの新たな試験として、簿記の基本原理および企業実務における実践的な簿記の基本知識の習得

に資する「簿記初級」をネット試験方式により開始した。同試験の普及にあたっては、学習用公

認テキストや模擬試験プログラム等の学習支援教材を提供するとともに、指導者向けセミナーの

開催や専用サイト、新聞広告、ポスター等での周知により教育機関・企業等に活用を働きかけ、

初年度となる 2017 年度の受験者数は前年度４級比で倍増（4,200 名）となった。 

簿記検定２級以上の試験科目にある「製品やサービスにおける原価がいくらかを計算する」原

価計算は、価格決定、採算性の判断、事業計画の策定等、企業経営・経営管理において必須もの

であり、生産性向上を図るうえからも、これに対応した人材育成は不可欠である。こうしたこと

から、広く多くの企業人や学生に原価計算の基本を学んでもらえるよう、新たに初学者向けの「原

価計算初級」試験をネット試験として創設し、2018 年度から開始した。これに伴い、同試験の

早期普及、活用促進を図るため、教育機関等の指導者を対象に試験内容等に関する説明会（計

354 名参加）および企業経営者や従業員等を対象とする原価計算の活用方法を分かりやすく紹介

するセミナー（計 382 名参加）を全国主要都市で開催した。 

日商簿記検定を昨今の企業活動や会計実務に則したより実践的なものとするとともに、初学者

向け「簿記初級」、「原価計算初級」の創設を踏まえ、受験者の上位級取得への円滑な学習を可能

とするよう、２級に続き、2019 年度から３級についても、従来の個人商店から小規模企業を想

定した出題内容・範囲に改定することとした。 

簿記検定の普及活動としては、検定ホームページ（月平均訪問者数 90 万人）内の、簿記学習

の重要性・必要性に関する有識者や資格取得者からのメッセージや、簿記教育・学習に取り組む
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学校を紹介するページをより充実するとともに、「簿記出題区分改定」や「簿記初級」「原価計算

初級」に関する特設サイトを開設する等、コンテンツの拡充を図った。また、資格取得者が習得

した知識やスキルを実際の企業実務で役立ててもらうことを目的に、ノウハウ等をとりまとめた

サイト「業務の教科書」を開設した。このほか、全国紙を活用した PR を行い、簿記資格取得を

促すイメージ広告（全面広告）を掲載した（４月以降２回掲載）。 

簿記の有用性・重要性を理解してもらうことを目的に、企業経営者や教育関係者等を対象とし

た簿記普及啓発セミナー（220 名参加）、学生を対象とした就職支援セミナー（80 名参加）、働く

女性を対象としたキャリア・アップセミナー（250 名参加）を全国各地で継続して開催し、受験

者層の拡大に努めた。 

リテールマーケティング（販売士）検定試験については、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、リテールテッ

ク、原価計算、ヒット商品、消費の構造変化等、業界が直面する課題や話題をテーマに、「リテー

ルマーケティングセミナー」を開催した（２回、計 404 名申込）。また、同試験が今後とも変化

の激しい流通・小売業界の人材育成に資するよう、日本販売士協会との連携により、業界におけ

る人材育成の現状と動向、ニーズ、現行のリテールマーケティング試験の評価等に関する報告書

をとりまとめた。今後はこれをふまえ、IT 活用やインバウンド対応等、最新の業界動向や経営

課題を取り入れ、試験内容の拡充に取り組むこととした。 

このほか、日商 PC 検定試験について、１級受験者向けの新たな学習ツールとして、１級答案

添削サービスを実施するとともに、ネット試験会場向けの３級学習支援ツールとして、模擬試験

プログラムの提供を開始した。 

 

ⅱ）IT 活用等による検定業務の効率化・負担軽減につながる試験制度・運用の見直し 

IT の積極的な活用で受験者の利便に供するとともに、各地商工会議所（特に小都市商工会議所）

の業務効率化・負担軽減につながるよう、従来の試験制度・運用の見直しに取り組んでいる。 

全国の商工会議所においてネットによる受験申込みが導入促進されるよう、小都市商工会議所

でも事務的・経費的に大きな負担なく導入できる「ネット申込受付システム」を構築し、2017年

度から提供を開始した（56商工会議所導入）。これにより、2017年度末で民間会社が提供するシス

テムの利用等と併せると約８割の商工会議所（394会議所）でネット受験申込が可能となっている。 

各地商工会議所毎に保管している簿記検定の受験者・合格者情報を日商で一元管理・活用でき

るようデータベースシステムを構築した。これにより全国レベルでセキュリティ対策をより強固

なものとし、合格者検索機能により各地商工会議所における円滑な合格証明書発行業務を支援す

るとともに、受験者情報の分析を可能とし普及活動に資することとした。（2018年度から本格実施） 

さらに、2017年度から販売士資格登録者の資格更新業務を日商で一元的に実施するにあたり、

資格登録者が更新手続き（更新講習会・通信講座の申込、更新料の支払等）をネットを通じてワ

ンストップで簡便に行えるようにシステムを整備した（同システムを通じて１万２千人が更新）。

これにより、更新者の大幅な利便性向上を図るとともに、各地商工会議所において窓口等で対応

していた更新手続や更新講習会開催に係る業務負担を解消した。 
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ⅲ）あらゆる事業リスクをカバーする「ビジネス総合保険制度」等の普及・加入促進 

2016 年７月にスタートした事業者の業務遂行時のリスクに幅広く対応する「ビジネス総合保険

（総合補償型）」が好調。制度開始２年目で３万件を突破した。本制度は、会員企業を取り巻く事

業活動リスクを包括してカバーし、補償の漏れやダブりを解消し一本化して加入できることや、

低廉な保険料を実現していることから、会員企業から広く支持を得ている。 

また、就業中に「ケガ」をした場合に必要となる費用や「ケガ」「過労自殺・過労死」が原因で

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、争訟費用を補償する業務災害補償プラ

ンも好調で、加入件数は７万件を突破した。 

 

ⅳ）各種保険制度と各地商工会議所共済制度の加入を推進するため全国紙でのＰＲおよび加入推進

好事例を横展開、会員増強と合わせたキャンペーンの検討・実施等 

各地の保険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（日本経済新聞、

読売新聞）に掲載（12 回）したほか、機関誌「会議所ニュース」、ビジネス情報誌「月刊石垣」に

広告を定期掲載した。掲載広報データを提供し、各地商工会議所の会報等で活用された。 

全国商工会議所共済・保険担当者研修会等を通じて、各地商工会議所における加入推進取組み

事例を紹介。BCP セミナー、メンタルヘルスセミナー、健康経営セミナー等の開催と併せた各種保

険案内や、保険会社と連携した会員企業への保険紹介等について事例を横展開した。 

 

ⅴ）「共済・保険制度」の内容について理解を深め、効果的な営業活動を行うための研修会の開催 

2018 年２月、共済・保険制度の加入促進および脱退防止により商工会議所の組織・財政基盤を

強化することを目的に、商工会議所共済・保険担当者研修会を開催した。特定退職金共済制度の

内容確認や中退共との違い、生命共済制度のセールスポイントや他の類似共済との違いを確認し

たほか、商工会議所保険制度の再確認を主旨とし、①中小企業 PL 保険、②情報漏えい賠償責任保

険、③休業補償プラン、④業務災害補償プラン、⑤ビジネス総合保険、⑥海外 PL 保険・輸出取引

信用保険・海外知財訴訟費用保険の制度概要とセールスポイントに関する認識共有化を図った。 

 

ⅵ）企業経営に資する保険制度など、各地商工会議所の収益にも寄与する新規事業を検討 

中小企業の海外展開が進む中、殆どの中小企業で海外展開時の従業員等の安全配慮対策できて

いない現状に鑑み、大規模自然災害やテロ等が発生した際の海外出張者、駐在員等の危機対応を

支援するサービス「海外危機対策プラン」をアクサ生命株式会社およびアクサ・アシスタンス・

ジャパン株式会社と検討し、2018年４月からサービスを開始することとなった。 

 

ⅶ）貿易関係証明担当者研修会の開催 

６月 12 日～14 日と、12 月４日～６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

こと等を目的に、「商工会議所貿易関係証明業務担当者研修会」を実施した（124 名参加）。 
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ⅷ）電子証明書の取次業務の普及 

行政手続きの電子化や、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、各地商工会議所との連携のもと、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（取次商工会議所数 468 会議所、取次枚数 1,937 枚）。 

 

ⅸ）情報セキュリティポリシーの策定推進 

全国商工会議所が一体となってセキュリティ対策の推進に取り組むべく、６月に「商工会議所

における情報セキュリティ対策」を４つのカテゴリー（①現状把握・体制整備、②職員の人材育

成、リテラシー向上、③ツール活用による対策強化、④会員企業等への情報提供）に体系化し、

セキュリティポリシー策定および関係規程類の整備について、重点的な取組みを呼びかけた。 

 

ⅹ）セキュリティ基盤（システム・人材等）の整備推進 

商工会議所におけるシステム基盤の整備推進の一環として、商工会議所をはじめ中小企業支援

機関、中小・小規模事業者自らがセキュリティ対策に取り組むことを自己宣言する制度である

「SECURITY ACTION(セキュリティ・アクション)」について、商工会議所自らの登録呼びかけを行っ

た（2018 年３月末現在：登録商工会議所数 135 会議所）。 

 

④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さらなる徹底 

ⅰ）当所主催研修や、各地商工会議所・県連等が開催する研修への講師派遣を通じた 

コンプライアンスの遵守、個人情報保護に関する意識の醸成 

常議員会、議員総会をはじめ、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、コンプライアンス遵守について働きかけた。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、職員の意識改革、体制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」との連携を深めるとともに（2018 年３月末現在、全 515 商工会

議所が設置済）、コンプライアンス違反が生じた際の速やかな当所への連絡を依頼した。 

また、災害等発生時に、当所および各地商工会議所連合会、経済産業省、中小企業庁が連携し、

迅速かつ適切な対応をとるために、各連合会との緊急連絡体制を構築した（2018 年３月末現在、

47 都道府県連が登録済）。 

 

ⅱ）危機管理に関する研修会やＢＣＰセミナーの開催等により各地商工会議所の 

「災害時対応マニュアル」「事業継続計画（ＢＣＰ）」策定の促進 

大規模な自然災害が頻発する中、商工会議所が、危機発生時にいち早く事務局体制を整え、被

災事業者の再建や地域の復旧・復興等に向けて中心的な役割を担う必要があるため、「商工会議所

危機管理・BCP策定研修会」を開催。研修会では、地域の実情を踏まえた BCP の策定ワークショッ

プや、すでに BCP を作成し危機に備えている商工会議所の先進事例等を紹介し、各地の実践的な

BCP 策定を支援した。 
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ⅲ）各地商工会議所職員の ITパスポートおよびセキュリティマネジメント資格の普及による、 

全国商工会議所のサイバーセキュリティ体制の整備・拡充 

近年、商工会議所の事業・業務等において、IT 利活用およびセキュリティ対策に関する基本的

な知識は、必要不可欠な職務能力のひとつになりつつある。これを受けて、商工会議所における

情報セキュリティ対策の取組みの一環として、IT 利活用およびセキュリティ関連資格の取得を勧

奨すると共に、独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が実施する「IT パスポート」および「情報セ

キュリティマネジメント試験」について、CCI スクエア等を活用した周知活動を行った (７月：秋

期試験案内、１月：春期試験案内)。 

 

ⅳ）「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（2018 年３月末現在

261 商工会議所が導入）。 

 

ⅴ）商工会議所会計の標準化、税務実務の理解促進＜東京および県連等での研修会の開催＞ 

商工会議所の会計処理は、1981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り、「商工会議所会

計実務」とともに、2014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。 

「商工会議所会計実務」、「商工会議所税務実務」ともに、2017年度経理担当職員研修会（10月～３

月上旬を中心に、東京（３回）および各地域（10回）で開催）で参加者から寄せられた質問事項お

よび回答内容を盛り込む等、一部表記の修正を行った。 

 

ⅵ）商工会議所規程準則集等の見直し 

ア）個人情報保護規定（５月 22 日） 

５月 30 日の改正個人情報保護法の全面施行に先がけ、商工会議所規程準則集の「個人情報保護

規程」をはじめとして所要の改訂を行った。 

 

イ）職員就業規則（12月 19 日） 

改正労働契約法（2013 年４月１日施行）、改正労働者派遣法（2015 年９月 30 日施行）に伴い、

商工会議所として、５年を超える有期雇用者の無期転換ルール等への対応が必要となることから、

「職員就業規則」をはじめとして所要の改訂を行った。各地商工会議所の円滑な法改正への対応の

ため、常議員会およびＣＣＩスクエアにおいて改正のポイント・改訂箇所等の情報を案内した。 
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（４）商工会議所における若手・女性経営者の活躍推進 

①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 

②国の審議会や日商専門委員会委員等への若手経営者や女性経営者の積極的な登用促進 

③石垣やホームページ等を通じた日本ＹＥＧおよび全商女性連活動のＰＲ強化 

 

＜日本商工会議所青年部（日本ＹＥＧ）＞ 

 

 ①日本 YEG 創立35周年記念事業の実施 

日本 YEG は、吉田大助氏（岡山 YEG）を2017年度会長に選出し、「THE POWER OF YEG ～信なくば

立たず 信頼し合える同志と繋がる YEG～」を活動スローガンに掲げ、「組織力強化活動」、「ビジネス

支援活動」、「提言活動」、「災害等復興支援」等、多岐にわたる活動を展開した。2017年度は日本 YEG

創立35周年の節目を迎えるため、「35周年記念事業」を併せて実施した。 

 

ⅰ）組織力強化活動 

吉田会長が日本 YEG 未加入の50商工会議所青年部中38商工会議所青年部を訪問し、日本 YEG の

活動状況や各地商工会議所青年部の抱える課題等について意見交換を実施。訪問の成果として、

飯能商工会議所青年部及び東京商工会議所青年部の日本 YEG 加入が決定した（いずれも2018年４

月1日付加入）。そのほか、YEG の日（11月11日）における各地 YEG の活動報告を募り、内外に情

報発信するとともに、各地 YEG のユニークで見本となる活動事例を表彰する「YEG 大賞」を実施

する等、全国の YEG 活動の PRに努めた。 

 

ⅱ）ビジネス支援活動 

YEG メンバーの海外展開を支援するため、台湾への訪問事業を実施し、現地の若手企業家団体

である「三三会青年会」と業務協力覚書（MOU）締結を行ったほか、在日の海外商工会議所と連携

したビジネス交流会を開催した。９ブロックにおいて業種別部会の交流会を開催し、国内におけ

るビジネスチャンスの創出を図った。加えて、第一線で活躍する実務家を講師として招き、経営

者としての資質向上を目的とした「翔生塾」や、自らの事業プランの磨き直しとプレゼンテーショ

ン能力の向上を図る「第15回ビジネスプランコンテスト」の実施、経済産業省と連携してローカ

ルベンチマークの活用に関する勉強会を行う等、次代の経営者として必要なスキルの向上を支援

した。 

 

ⅲ）提言活動 

８月に提言活動に取り組んでいる YEG の事例を学び、提言能力の向上を図る「郷創塾」を初め

て実施したほか、若手国家公務員と率直な意見交換を行う「故郷の新しい風会議」を12月と2018

年３月に開催した。また、４～７月および９～11月に全国９ブロックで開催した「会長会議」を

通じて、全国の商工会議所青年部会長から青年経済人が抱える課題や意見を集約。その結果、「事

業承継」「働き方改革」「地方創生」の３つの観点から政策提言書をとりまとめ、全国大会記念式

典にて、吉田会長から三村会頭に手交した。 

 

ⅳ）災害等復興支援 

2017年７月に発生した九州北部豪雨災害支援のため、発生直後に災害対策本部を設置し、被災

情報の収集を図るとともに、全国 YEG に義援金の協力を呼びかけ、約800万円を集めた。また、７

月下旬には、熊本地震および九州北部豪雨災害からの復興支援を目的とした「災害復興フォーラ
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ム2017」を熊本市で開催し、講演会やパネルディスカッションを実施。加えて、2018年２月に、

東日本大震災からの復興支援等を目的にした「復興防災フォーラム2018in 土浦」を茨城県土浦市

で開催した。BCP 策定の必要性等について学び、YEG メンバーの防災・減災対策を促した。 

 

ⅴ）35周年記念事業 

商工会議所の創設者、渋沢栄一翁の玄孫である渋澤健氏を講師に招き、「過去から学び、未来を

創造する」をテーマにした記念講演会を、第37回全国大会の開催と併せて2018年２月に実施した。

また、創立31年目（2013年度）から35年目（2017年度）までの５年間に行った事業等の活動記録

をとりまとめた「35周年記念サイト」を製作した。 

 

②全国大会岐阜かかみがはら大会を挙行 

会員同士の交流・連携等を促進するため、各種大会を開催した。全国９ブロックにおける秋のブロッ

ク大会（９～11月、参加登録者合計14,419人）、「第35回全国会長研修会 神話の郷出雲の國ご縁会議」

（11月30日～12月１日、島根県出雲市、参加登録者1,795人）、「第37回全国大会岐阜かかみがはら大会」

（2018年２月15日～17日、岐阜県内各所、参加登録者6,134人）を開催して、商工会議所青年部の意識

高揚・連携強化等を図った。ブロック大会と全国会長研修会については、それぞれ過去最高の参加登

録者数を記録した。 

2018年３月末現在の商工会議所青年部設置数は464カ所（515商工会議所中の設置率90％）、うち日本

商工会議所青年部加入は413カ所（加入率89％）となっており、会員数は33,274人となっている。 

 

 

＜全国商工会議所女性会連合会（全商女性連）＞ 

①北海道全国大会（於：札幌市）を開催 

10月６日～７日にかけて、北海道札幌市で「第49回全国商工会議所女性会連合会北海道全国大会」

を開催した（318女性会、2,702名参加）。同大会では、第16回女性起業家大賞受賞式や女性連表彰

等が行われた。また、株式会社ニトリホールディングス 代表取締役会長兼ＣＥＯの似鳥昭雄氏を

講師に迎え、「『お、ねだん以上。』～ニトリの成長秘話～」と題しての記念講演会が行われた。

大会を通じ開催した物産展には北海道内から累計90店舗が出店し、多くの参加者から好評を博した。 

 

②「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 

北海道全国大会で表彰式を行い、最優秀賞（日本商工会議所会頭賞）で新谷梨恵子氏（農プロデュー

ス リッツさつまいも 農カフェきらら 代表）、優秀賞（全国商工会議所女性会連合会長賞）で、

スタートアップ部門（創業５年未満）の小林由紀氏（株式会社デキャンタージュ 代表取締役）、グ

ロース部門（創業５年以上 10年未満）の藤岡康代氏（FUNFAM 株式会社 代表取締役）が受賞した。 

 

③女性会およびその役員・会員等を対象とした全商女性連表彰の実施 

北海道全国大会にて表彰式を行い、特別功労者 48 名、会員増強等の組織強化に取り組んだ 17 女

性会を表彰した。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、最優秀賞

（日本商工会議所会頭賞）に平塚商工会議所女性会（神奈川県）の「循環型社会事業 エコキャップ

回収」が輝いた。優秀賞（全商女性連会長賞）には、小松商工会議所女性会（石川県）の「花を活

かした街づくりと、地域活性化を図る『フローラル花いっぱい事業』」選ばれた。また、小学生に環
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境問題について考える機会を提供し、併せて、その家族、ひいては広く国民全体が「環境・エネル

ギー問題」に対する認識を深め、問題解決に向けた行動を促すため、各地女性会（連合会）が実施

する作文・絵画コンクールに対し、表彰状を贈呈した。 

 

④政府会合等への参画と意見表明 

全商女性連では、藤沢会長等が当所常議員会や内閣府男女共同参画推進連携会議および経済分野

における女性の活躍促進チーム会合に参画し、女性経営者の視点から積極的に意見を述べた。当所

専門委員会では、第30期専門委員会（規制・制度改革、観光、中小企業経営、まちづくり・農林水

産資源活用、社会資本整備、労働、女性等活躍推進、社会保障）に役員が委員として就任し、政策

提言・要望活動に参画した。 

 

⑤「女性の活躍推進」「人口減少対策」「地方創生」などの各地域における取組み事例の収集・提供 

各地商工会議所女性会の「女性の活躍推進」や、「人口減少対策」、「地方創生」等の取組み事例を、

理事会等の役員会議を通じて共有するとともに、商工会議所女性会パンフレットや会議所ニュース、

月刊石垣、全国商工会議所女性会連合会のホームページの記事掲載等を通じて情報発信した。 

 

⑥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、

組織・財政基盤の強化に取り組んだ。2017年３月末現在の女性会設置数は435カ所（設置率約84.5%）、

うち全商女性連への加入数は 416 カ所（加入率 95.6%）となった。 

 

⑦震災復興支援 

   震災復興支援として、被災地での理事会を２度実施。全国の女性会の復興支援としての気持ちを

より強く打ち出すため、出席者の対象を広げた「拡大理事会」として開催した。①東日本大震災か

らの復興支援として、2017 年６月 29 日に青森県青森市で開催。55 女性会から 101 名の会長等が出

席。会議翌日には市内視察を実施した。②平成 28年熊本地震からの復興支援として、2018 年３月２

日に熊本県熊本市で開催。57 女性会から 104 名が出席。会議翌日には熊本城、南阿蘇村等の視察を

行い、復興の状況について理解を深めた。 

 

２．商工会議所活動の見える化 

（１）情報発信力の強化による商工会議所ブランド化、組織の認知度、信頼度の向上 

（２）各地商工会議所の広報力向上の支援 

①「会議所ニュース」、「月刊石垣」、日商ホームページ等を通じた、日商政策提言、イベント、 

各地商工会議所の各種事業や会員企業の経営好事例等の情報発信の強化 

「会議所ニュース」、「月刊石垣」、日商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

積極的に発信するとともに、各地商工会議所における観光振興、特産品開発、中心市街地活性化、広

報支援活動等の事業活動やイベント情報を掲載した。また、官公庁、関係機関等の事業の周知にも協

力した。「会議所ニュース」、「月刊石垣」では、先進的な取組みを進める企業や商工会議所等を積極的
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に取りあげ、紙（誌）面の充実を図った。 

 

②メディアを通じた、事業者や市民に対する商工会議所活動の認知度向上の取組み強化 

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した。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した。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。 

年間で、新聞やテレビ等の主要メディアに 649 件（うち会頭コメント 209 件（前年比約 10％増）   

取り上げられたほか、ポータルサイトには 338 件掲載された。 

 また、商工会議所の認知度を高めるため、当所が 2016 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 60 商工会議所、１県

商工会議所連合会が活用した。 

 

③各地商工会議所会報の紙面充実への支援および広報先進事例の横展開 

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

（63 会議所、64 名参加）、各地商工会議所の会報作成を支援するとともに、会報による広報活動事例

の共有化を図った。また、「会議所ニュース」、「月刊石垣」、日商ホームページで各地商工会議所の

動画等による商工会議所活動のＰＲ事例を紹介した。定例委員会では、各地商工会議所から広報活

動の事例発表を行った。 

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：334）を毎月配信した。 
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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 2015年度 2016年度 2017年度 

国庫補助金等 国 庫 補 助 金 838,501 688,432 722,630

 その他（委託費） 177,985 182,835 187,997

 計 1,016,486 871,267 910,627

 一 般 会 計 838,501 688,528 722,769

 特 別 会 計 177,985 182,739 187,858

 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 

2017 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） 

2017 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 

(515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 (515) 

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 (21)

顧問 (６) 

参与 (11) 

日本商工会議所青年部 

(会員：413青年部、約33,300人)

全国商工会議所女性会連合会 

(会員：416女性会、約22,200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 

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（2018 年３月 31日現在） 

2017 年度末における日本商工会議所の会員数は、515 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 関 西 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 16 鳥 取 ４   

千 葉 21 島 根 ８ 合 計 515 
 
 

（2）特別会員（2018 年３月 31日現在） 

2017 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（14） 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 30期＜2016 年 11 月１日～2019 年 10 月 31 日＞役員（2018 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） 大阪ガス㈱代表取締役会長 

 山 本 亜 土 （名古屋商工会議所会頭） 名古屋鉄道㈱代表取締役会長 

  上  野   孝 （横浜商工会議所会頭） 上野トランステック㈱代表取締役会長兼社長

  立 石 義 雄 （京都商工会議所会頭） オムロン㈱名誉会長 

  家 次 恒 （神戸商工会議所会頭） シスメックス㈱代表取締役会長兼社長 

副 会 頭 に

準ずる者 

（非常勤） 

６人 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㈱相談役名誉会長 

 福 田 勝 之 （新潟商工会議所会頭） ㈱福田組代表取締役会長 

  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 

  岩 田 圭 剛 （札幌商工会議所会頭） 岩田地崎建設㈱代表取締役社長 

  渡 邊 智 樹 （高松商工会議所会頭） ㈱百十四銀行代表取締役会長 

専務理事 

（常勤） 

１人 石  田   徹 2013年６月 日本アルコール販売㈱取締役 

  2014年６月 日本アルコール販売㈱取締役副社長 

  2015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 2006年７月 近畿経済産業局長 

 2008年７月 内閣官房内閣審議官（内閣官房副長官補付） 

  2014年10月 日本商工会議所常務理事 

     

常 議 員 

（非常勤） 

51人 久  保  俊  幸 （函館商工会議所会頭） 函館環境衛生㈱代表取締役 

 山 本 秀 明 （小樽商工会議所会頭） 協和総合管理㈱取締役社長 

 岩 田 圭 剛 （札幌商工会議所会頭） 岩田地崎建設㈱代表取締役社長 

  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㈱代表取締役会長 

  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㈱代表取締役会長 

  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） ㈱北陸銀行特別参与 

  安 宅 建 樹 （金沢商工会議所会頭） ㈱北國銀行代表取締役頭取 

  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 

  大 久 保 博 之 （水戸商工会議所会頭）  リリー文化学園理事長 
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  関 口 快 流 （宇都宮商工会議所会頭） ㈱関口代表取締役会長 

  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 

  酒 井 公 夫 （静岡商工会議所会頭） 静岡鉄道㈱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 

  神 野 吾 郎 （豊橋商工会議所会頭） ㈱サーラコーポレーション代表取締役社長 

  豊 島 半 七 （一宮商工会議所会頭） 豊島㈱代表取締役社長 

  岡 本 直 之 （津商工会議所会頭） 三重交通グループホールディングス㈱     

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 

  大 道 良 夫 （大津商工会議所会頭） ㈱滋賀銀行取締役会長 

  服 部 盛 隆 （池田商工会議所会頭） ㈱池田泉州銀行特別顧問 

  齋 木 俊 治 郎 （姫路商工会議所会頭） 山陽色素㈱取締役会長 

  植 野 康 夫 （奈良商工会議所会頭） ㈱南都銀行取締役会長 

  片 山 博 臣 （和歌山商工会議所会頭） ㈱紀陽銀行取締役会長 

  藤 縄 匡 伸 （鳥取商工会議所会頭） 日ノ丸産業㈱取締役会長 

  古  瀬   誠 （松江商工会議所会頭） ㈱山陰合同銀行特別顧問 

  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㈱相談役名誉会長 

  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 

  中 村 太 一 （徳島商工会議所会頭） 社会福祉法人健祥会理事長 

  渡 邊 智 樹 （高松商工会議所会頭） ㈱百十四銀行代表取締役会長 

  佐 伯 要 （松山商工会議所会頭） 伊予鉄道㈱代表取締役会長 

  青 木 章 泰 （高知商工会議所会頭） ㈱四国銀行相談役  

  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 

  宮 脇 雅 俊 （長崎商工会議所会頭） ㈱十八銀行取締役会長 

  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 

  吉 村 恭 彰 （大分商工会議所会頭） ㈱アステム代表取締役会長 

  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 

  石 嶺 伝 一 郎 （那覇商工会議所会頭） 沖縄電力㈱代表取締役会長 

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㈱顧問 
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理  事 

（常勤） 

 

４人 

以内 

 

青 山 伸 悦 2007年11月 日本商工会議所理事・産業政策部長 

 2009年４月 日本商工会議所理事・産業政策第一部長 

 2013年４月 日本商工会議所理事・事務局長 

  杤 原 克 彦 2011年７月 日本商工会議所企画調査部長 

   2012年４月 日本商工会議所理事・企画調査部長 

  荒 井 恒 一 2013年４月 日本商工会議所理事・産業政策第一部長 

 

（4）第 30期＜2016 年 11 月１日～2019 年 10 月 31 日＞議員（2018 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、※弘前、奥州、盛岡、仙台、※古川、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、※日立、ひたちなか、宇都宮、※足利、日光、※大田原、高崎、前橋、桐生、川越 

 川口、さいたま、深谷、千葉、市川、館山、八千代、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、※瑞浪、各務原、岡崎、豊橋、一宮、※豊田、常滑、四日市、津、伊勢 

関 西 （14） 福井、※敦賀、大津、綾部、亀岡、※堺、※東大阪、※泉大津、池田、守口門真、箕面 

 和泉、姫路、尼崎、小野、宝塚、奈良、和歌山 

中 国 （10） 鳥取、松江、※出雲、岡山、倉敷、広島、呉、福山、下関、宇部、徳山 

四 国 （５） 徳島、※鳴門、高松、松山、今治、高知 

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 30期＜2016 年 11 月１日～2019 年 10 月 31 日＞委員会（2018 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） 〔共同委員長〕古 川   実（大阪） 

   〔共同委員長〕渡 辺 佳 英（東京） 

   名古屋、横浜 

産 業 経 済 立 石 義 雄 （京 都） 〔共同委員長〕大 島   博（東京） 

   釧路、八戸、三条、上田、市川、静岡、松阪、 

   山口、中津 

国 際 経 済 上 野   孝 （横 浜） 〔共同委員長〕朝 田 照 男（東京） 

   花巻、酒田、黒部、小松、富士、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、足利、日光、袋井、鳥羽、松山、大牟田

中 小 企 業 西 村 貞 一 （大 阪） 〔共同委員長〕大 久 保 秀 夫（東京） 

   長岡、燕、前橋、太田、川口、立川、東大阪、大分 

地 域 活 性 化  福 田 勝 之 （新 潟） 〔共同委員長〕田 辺 隆 一 郎 （八王子） 

   富良野、釜石、能代、会津若松、輪島、石岡、堺 

   松江、日南 

税 制 田 中 常 雅 （東 京） 〔共同委員長〕井 上 裕 之 （東京） 

   江別、諏訪、大和、豊田、尼崎、福山、玉名 

労 働 伊 藤 一 郎 （東 京） 〔共同委員長〕前 田 新 造 （東京） 

   室蘭、気仙沼、福島、佐久、古河、高崎、守口門真 

   橿原 

情 報 化 立 野 純 三 （大 阪） 米沢、松本、土浦、青梅、横須賀、岡崎、豊中 

   北大阪、徳山 

エネルギー・環境 竹 﨑 克 彦 （高 松） 〔共同委員長〕北 村 雅 良（東京） 

   北見、原町、柏崎、敦賀、草津、岩国、川内 

国 民 生 活 山 本 亜 土 （名古屋） 恵庭、大船渡、伊那、浦安、相模原、鈴鹿、亀岡 

   倉敷、呉、延岡 

教 育 岩 田 圭 剛 （札 幌） 川越、流山、瀬戸、春日井、桑名、尾鷲、八尾、龍野

   尾道、日向 

運 営 深 山 英 樹 （広 島） 〔共同委員長〕川 田 達 男 （福井） 

   岩見沢、郡山、十日町、飯田、ひたちなか、越谷 

   丸亀、佐世保 

＜特別委員会＞    

広 報 鎌 田   宏 （仙 台） 苫小牧、弘前、高岡、日立、桐生、柏、沼津、西宮 

   今治、久留米 

信 用 基 金 管 理 家 次   恒 （神 戸） 石巻、いわき、上越、結城、小山、船橋、松戸、大垣

   蒲郡、四日市 

表 彰 石 田   徹 （日 本）  
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（6）第 30期＜2016 年 11 月１日～2019 年 10 月 31 日＞特別顧問（2018 年３月 31日現在） 

伊 藤 一 郎 （旭化成㈱会長） 本 庄 八 郎 （㈱伊藤園会長） 

佐 々 木  隆 （㈱ジェイティービー相談役） 井 上 裕 之 （愛知産業㈱会長） 

前 田 新 造 （㈱資生堂相談役） 渡 辺 佳 英 （大崎電気工業㈱会長） 

釡   和 明 （㈱IHI 相談役） 石 井 卓 爾 （三和電気工業㈱社長） 

田 中 常 雅 （醍醐ビル㈱社長） 矢 野   龍 （住友林業㈱会長） 

北 山 禎 介 （㈱三井住友銀行会長） 小 林 栄 三 （伊藤忠商事㈱会長） 

伊 東 孝 紳 （本田技研工業㈱取締役相談役） 朝 田 照 男 （丸紅㈱会長） 

垣 内 威 彦 （三菱商事㈱社長） 岡   素 之 （住友商事㈱相談役） 

中 村 満 義 （鹿島建設㈱会長） 飯 島 彰 己 （三井物産㈱会長） 

清 野   智 （東日本旅客鉄道㈱会長） 佐 々 木  幹 夫 （三菱商事㈱特別顧問） 

大 久 保  秀 夫 （㈱フォーバル会長） 

 

（7）第 30期＜2016 年 11 月１日～2019 年 10 月 31 日＞顧問・参与（2018 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 
（（公財）全国中小企業取引振興協会 

会長） 

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 

・宇都宮商工会議所会頭交代に伴い、北村光弘氏が退任し、2017 年６月 26 日付で関口快流氏が常議員に就

任した。 

・高松商工会議所会頭交代に伴い、竹﨑克彦氏が退任し、2017 年８月１日付で渡邊智樹氏が常議員に就任

した。 

・大分商工会議所会頭交代に伴い、姫野淸高氏が退任し、2017 年 11 月１日付で吉村恭彰氏が常議員に就任

した。 
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（3）役員等 

①会頭・副会頭 

高松商工会議所会頭交代に伴い、竹﨑克彦氏が退任し、2017 年８月１日付で渡邊智樹氏が副会頭に就任

した。 

②監事 

選任は行われなかった。 

③特別顧問 

選任は行われなかった。 

④専務理事・常務理事・理事 

選任は行われなかった。 

（4）顧問・参与 

選任は行われなかった。 

 

５．事 務 局 
事務局機構および主な横成員（2018 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 産業政策第一部 理 事 ・ 部 長 荒 井 恒 一

総 務 部 部 長 山 内 清 行  副 部 長 平 澤 哲 哉

 副 部 長 大 内  博  課 長 清 水  繁

 課 長 松 本 憲 治  課 長 宮 澤  伸

 調 査 役 米 田 千鶴子  課 長 補 佐 小 倉 政 則

 調 査 役 金 井 美 奈  主 任 調 査 役 北 村 伸 夫

広 報 部 部 長 中 村  仁 産業政策第二部 部 長 小 林 治 彦

 副 部 長 丸 山 範 久  副 部 長 杉 崎 友 則

 副 部 長 高 山 祐志郎  主 席 調 査 役 市 川 晶 久

 課 長 向 山   理  課 長 高 野 晶 子

 課 長 補 佐 髙 取   康  課 長 森  挙 一

 調 査 役 松 浦 絵 美  課 長 補 佐 吉 野  陽

企画調査部 理 事 ・ 部 長 杤 原 克 彦  主 任 調 査 役 羽 柴 秀 俊

 担 当 部 長 大井川 智 明  主 任 調 査 役 福留  菜緒子

 課 長 鶴 岡 雄 司  調 査 役 秋 本 み つ

 課 長 補 佐 石 井  豪 地域振興部 部 長 五十嵐  克也

 主 任 調 査 役 川 井 徹 郎  担 当 部 長 原  伸 一

 主 任 調 査 役 福 田 康 司  主 席 調 査 役 竹ノ内  典子

国 際 部 部 長 赤 木  剛  主 席 調 査 役 鵜 殿  裕

 担 当 部 長 西 谷 和 雄  課 長 石 井 照 之

 担 当 部 長 大 下 英 和  課 長 新 田 大 介
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国 際 部 副 部 長 佐々木 和 人 地域振興部 課 長 補 佐 進 藤 圭 輔

 副 部 長 清 水  力 中小企業振興部 部 長 加 藤 正 敏

 課 長 近 野 孝 行  課 長 篠 原  崇

 課 長 松 岡 鉄 也  課 長 皆 藤  寛

 課 長 西 澤 正 純  課 長 補 佐 田 鹿 鈴 子

 課 長 八 田 城之介  主 任 調 査 役 鎌 田 藤 胤

 課 長 補 佐 天 野  永  主 任 調 査 役 新 川 哲 也

 課 長 補 佐 杉  健 太 郎 事 業 部 部  長 岩 崎 浩 平

 課 長 補 佐 安 藤 憲 吾  副 部 長 木 内 洋 一

 主 任 調 査 役 小 林 克 昇  課 長 補 佐 井 上 哲 志

 主 任 調 査 役 小 野 徹 夫  主 席 調 査 役 菊 地 敏 義

 主 任 調 査 役 今 里 康 弘 情報化推進部 部 長 小 松 靖 直

 主 任 調 査 役 原 島 哲 雄  課 長 岡 本 大 輔

 主 任 調 査 役 鈴 木 重 則  調 査 役 林  大 吾

②駐在員事務所 

・ソウル事務所       所 長  関 口 正 俊 

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（2018 年３月 31 日現在） 

2016年度末 2017年度末 増 減 

103 102 －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（2018 年３月 31日現在） 

 

（※うち、地方事務所所属職員は155） 

  【注】定数なし 

 

６．庶  務 

（1）文  書 

2017 年４月１日から 2018 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 

2017年度 

169 
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４月 14,109 1,470 15,579 ４月 3,599 757 4,356

５月 14,361 186 14,547 ５月 3,258 819 4,077

６月 8,785 435 9,220 ６月 3,661 688 4,349

７月 20,113 581 20,694 ７月 3,345 722 4,067

８月 10,415 49 10,464 ８月 2,933 644 3,577

９月 9,715 140 9,855 ９月 2,963 642 3,605

10月 13,636 148 13,784 10月 3,137 671 3,808

11月 7,319 805 8,124 11月 2,984 678 3,662

12月 8,331 149 8,480 12月 3,791 669 4,460

１月 5,768 1,708 7,476 １月 4,076 666 4,742

２月 12,325 86 12,411 ２月 2,668 671 3,339

３月 9,870 96 9,966 ３月 3,591 638 4,229

計 134,747 5,853 140,600 計 40,006 8,265 48,271

（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） 

○旭日小綬章 

岩見沢商工会議所（元）会頭 五十嵐 閣 苫小牧商工会議所（元）会頭 藤田 博章 

田辺商工会議所（元）会頭 橘 一郎 因島商工会議所会頭 村上 　司 

新居浜商工会議所（元）会頭 青野 正  

○旭日双光章 

日光商工会議所（元）副会頭 渡邊 護 甲府商工会議所（元）副会頭 大木 勝志 

恵那商工会議所（元）会頭 山田 基 春日井商工会議所（元）副会頭 島本 迪彦 

高石商工会議所（元）会頭 合田 房雄 中津商工会議所副会頭 長野 信一郎 

 

イ．秋の叙勲（11月３日発令） 

○旭日重光章 

 札幌商工会議所（元）会頭 伊藤 義郎 京都商工会議所会頭 立石 義雄 

○旭日中綬章 

 和歌山商工会議所（元）会頭 島 正博 徳島商工会議所（元）会頭 近藤 宏章 

 松山商工会議所（元）会頭 白石 省三 

○旭日小綬章 

遠軽商工会議所（元）会頭 佐々木 雅昭 大曲商工会議所会頭 佐々木 繁治 

小松商工会議所（元）会頭 和田 衞 ひたちなか商工会議所会頭 鈴木 譽志男 

熱海商工会議所（元）会頭 鵜澤 精一 大垣工会議所会頭 堤 俊彦 

碧南商工会議所（元）会頭 黒田 昌司 八尾商工会議所（元）会頭 中西 啓詞 

和泉商工会議所（元）会頭 岸  淳介 高砂商工会議所（元）会頭 渡邊 健一 

岩国商工会議所会頭 長野 壽  丸亀商工会議所（元）会頭 橘 節哉 

人吉商工会議所（元）会頭 堤 正博 竹田商工会議所（元）会頭 後藤 万壽郎 
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延岡商工会議所会頭 清本 英男 

○旭日双光章 

小樽商工会議所（元）副会頭 齋田 義孝 長野商工会議所（元）副会頭 中島 君忠 

松本商工会議所（元）副会頭 清水 瀇 千葉商工会議所（元）副会頭 金綱 一男 

柏商工会議所（元）副会頭 畔髙 敦司 多摩商工会議所（元）副会頭 水野 晴行 

関商工会議所（元）副会頭 福田 莞爾 萩商工会議所（元）副会頭 田村 義治  

宮崎商工会議所（元）副会頭 手塚 剛一 

○旭日単光章 

 むさし府中商工会議所 常議員 臼井 正 

 

 

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 

豊田商工会議所副会頭 河木 照雄 堺商工会議所会頭 前田 寛司 

  

イ．秋の褒章（11月３日発令） 

○藍綬褒章 

大府商工会議所（元）副会頭 半谷 眞宏  

 

③表彰 

ア．第 126 回日本商工会議所表彰（2017 年９月 21日表彰） 

表  彰  の  種  類 人    数 

規則第１条  ３商工会議所 ３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 ５商工会議所 ５名

（永年勤続役員・議員） 40年 21商工会議所 23名

 30年 44商工会議所 59名

 20年 111商工会議所 292名

規則第２条第１項  109商工会議所 211名

（退任役員・議員）   

規則第３条 40年 15商工会議所 15名

（永年勤続職員） 30年 70商工会議所・1連合会 97名

 20年 99商工会議所・1連合会 151名

 10年 76商工会議所 115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：18 商工会議所 

赤平、浦河、留辺蘂、新庄、深谷、松戸、館山、各務原、桑名、鯖江、東大阪、茨木、吹田、洲本、

紀州有田、佐伯、串間、浦添 

・検定事業推進：18商工会議所 

十日町、亀田、土浦、古河、さいたま、松戸、習志野、津島、大津、草津、泉大津、西宮、大和高
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田、橋本、備前、八幡浜、諫早、南さつま 

・受験者数拡大：18商工会議所 

函館、栗山、倶知安、十日町、亀田、千曲、さいたま、秦野、犬山、草津、城陽、泉大津、高槻、

西宮、玉島、諫早、竹田、鹿児島 

・事業活動：７商工会議所 

氷見、上田、塩尻、鹿沼、出雲、北九州、松浦 

 

イ．第 127 回日本商工会議所表彰（2018 年３月 15日表彰） 

表  彰  の  種  類 人    数 

規則第２条第２項 50年

40年

５商工会議所 

15商工会議所 

５名

17名（永年勤続役員・議員） 

 30年 38商工会議所 61名

 20年 109商工会議所 304名

規則第２条第１項 80商工会議所 113名

（退任役員・議員）  

規則第３条 40年 ９商工会議所 10名

（永年勤続職員） 30年 26商工会議所 30名

 20年 41商工会議所 53名

 10年 48商工会議所 69名

○商工会議所表彰（組織強化関係・事業活動） 

・会員増強-組織率向上：18 商工会議所 

奥州、山形、福島、郡山、会津若松、魚津、さいたま、町田、神岡、尾鷲、鳥羽、田辺、新宮、三

原、山陽、光、人吉、佐伯 

・会員増強-会員数増加：18 商工会議所 

札幌、長岡、松本、船橋、市川、一宮、名張、福井、神戸、橿原、岡山、玉島、広島、徳山、松山、

伊予、福岡、長崎 

・高組織率：18 商工会議所 

紋別、石巻、原町、相馬、古河、日立、足利、日光、草加、浜松、富士、袋井、美濃加茂、豊橋、

大府、庄原、八幡浜、西条 

・財政基盤強化：18商工会議所 

深川、大館、白河、高崎、さいたま、所沢、佐原、藤沢、鳥羽、守山、出雲、宇部、徳山、下松、 

大洲、大牟田、西都、宮古島 

・事業活動：９商工会議所 

長野、静岡、三島、蒲郡、春日井、鳥羽、和歌山、総社、広島 

 

（3）慶弔・その他 

慶弔電報等 

 慶 祝 弔 慰 

電報・メッセージ等 200件 20件 

出       席 65件 ０件 
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７．会  議 

 

（1）会員総会 

①第 126 回通常会員総会 

○日 時 2017 年９月 21日（木）９時 30 分～11時 50 分 

○場 所 帝国ホテル ３階「富士の間」 

○来 賓 

＜政党＞ 

内閣官房副長官         野 上 浩太郎 殿 

経済産業大臣          世 耕 弘 成 殿 

自由民主党幹事長        二 階 俊 博 殿 

民進党代表           前 原 誠 司 殿 

公明党代表           山 口 那津男 殿 

日本維新の会共同代表      片 山 虎之助 殿 

○出席者 396 商工会議所・882 名 

  委任状による出席 119 商工会議所 

○議 長 三村会頭 

○議事録署名人 鶴岡商工会議所・早坂会頭、松江商工会議所・古瀬会頭 

○表 彰 

日本商工会議所第 126 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、野上浩太郎内閣官房副長官、世耕弘成経

済産業大臣から祝辞が述べられた。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、議事録署名人に鶴岡商工会議所・早坂会頭ならびに松江商工会議所・古瀬会頭

が指名された。 

（議案第１号）平成 28 年度事業報告（案） 

（議案第２号）平成 28 年度収支決算（案） 

まず、日本商工会議所の最近の活動をわかりやすくまとめた動画を放映し、その後、議案第１号の「平

成 28 年度事業報告（案）」について石田専務理事から、議案第２号の「平成 28年度収支決算（案）」に

ついて久貝常務理事からそれぞれ説明があった。三浦監事（秋田・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。 

最後に、「東京２０２０応援プログラム」について、石田専務理事から説明があった。 

 

②第 127 回通常会員総会 

○日 時 2018 年３月 15日（木）14時 30 分～17時 00 分 

○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 世 耕 弘 成 殿 
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○出席者 388 商工会議所・933 名 

  委任状による出席 127 商工会議所 

○議 長 三村会頭 

○議事録署名人 長岡商工会議所・丸山会頭、鳥取商工会議所・藤縄会頭 

○表 彰 日本商工会議所第 127 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、世耕弘成経済産

業大臣から祝辞が述べられた。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、議事録署名人として、長岡商工会議所・丸山会頭ならびに鳥取商工会議所・藤縄会

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、東日本大震災の被災地の現状等について説明があり、議長からは、被災地の復興に向けて、引き続

きの支援が呼びかけられた。 

（議案第１号）2018 年度事業計画（案）について 

（議案第２号）2018 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「2018 年度事業計画（案）」

について石田専務理事から、「2018 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

り説明があり、両議案とも異議なく承認された。 

「2018 年度事業計画（案）」では、第 30 期行動計画を踏まえ、直面する５つの対応課題①中小企業の

生産性向上、②中小企業と地域の人手不足対策、③地方創生、④成長を後押しする政策提言、⑤商工会

議所機能の最大化に向け、全国のネットワークを最大限に活かし、商工会議所が地域や中小企業等の民

間の挑戦を後押しし、未来を拓いていくことが示された。 

「2018 年度収支予算（案）」について、一般会計・広報特別会計の収入は、85 億 9,900 万円となる。

支出は収入と同額を計上している。 

○記念講演 「渋沢栄一から学ぶ『論語と算盤』の精神」 

  フランス文学者・明治大学教授 鹿島 茂 氏 

 

 

（2）議員総会 

①第 262 回議員総会 

○日 時 2017 年６月 15日（木）10時 00 分～10時 50 分 

○場 所 エメラルドホール（城山観光ホテル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、大分商工会議所・姫野会頭 

○議 事 

冒頭、鹿児島商工会議所・岩崎会頭から挨拶の後、「平成２８年熊本地震に関する報告」について、

まず、熊本商工会議所・田川会頭から、以下のとおり説明があった。 

これまで全国から多大なるご支援を賜り、心から感謝申しあげる。全国からいただいた義援金は、復

興イベントや商談会の開催、熊本城の復旧等に活用し、被災企業の販路開拓や事業拡大、九州全体の観
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光振興に大きく寄与している。また、全国各地から派遣いただいた 67名の経営指導員には、1,305 件の

事業所相談にあたっていただき、持続化補助金は 2,242 件が採択されるなど、地元企業の早期事業再開

を支援することができた。 

熊本市内の建屋・設備復旧は途上であるものの、倒産件数は過去 50 年間で最低水準となり、中心市

街地も賑わいを取り戻しつつあるなど順調に回復を遂げている。人手不足などの懸念材料もあるが、

2019 年のラグビーワールドカップ開催や、2021 年に予定されている熊本駅ビル開業を契機とし、当地

の更なる成長が期待される。各地商工会議所におかれては、熊本の復興を見ていただくために、是非熊

本にお越しいただきたい。 

続いて、大分商工会議所・姫野会頭から以下のとおり説明があった。 

大分では、震災によって、年間の観光客が 1,000 万人にのぼる別府や 500 万人が訪れる湯布院をはじ

め、観光関連産業を中心に大きな打撃を受けたが、国による迅速な対応や全国各地からの多大なるご支

援により、例年並みの水準に回復することができた。 

九州商工会議所連合会では、ブロック内の 78 商工会議所が一致団結して、早期復興の実現に向けた

活動を展開しており、先般、九商連・礒山会長、熊本・田川会頭がブロックを代表して菅官房長官や石

井国土交通大臣をはじめ関係各所を訪問し、直接要望を行った。また、大分においても、観光 PR キャ

ラバンや温泉県大分のツーリズム商談会などを通じて、PR を行ったほか、大分と台北市を結ぶチャー

ター便の運航開始を契機とし、インバウンド獲得にも取り組んでいる。 

議  案（１）中小企業の生産性向上に向けた FinTech の活用に関する意見（案）について（追認） 

西村中小企業委員長から、以下の説明とともに諮り、異議なく承認された。 

       本案では、IT を活用した革新的な金融サービス（FinTech）を積極的に活用することが

望ましいという基本的な考え方（前文）を踏まえ、「影響と効果」、「目指すべき姿・課題」、

「今後の対応」の３部で構成されている。 

       「影響と効果」について、FinTech の活用により、資金管理や決済、資金調達の利便性

向上などを通じ、会計・販売動向など業務全体の流れの「見える化」やデータに基づいた

顧客サービスの展開をはじめとした付加価値向上などの効果が期待されている。他方で、

近年は、若者や外国人観光客を中心に電子マネーなどのキャッシュレス決済が増加してお

り、未対応の場合、顧客離れなどが懸念される。 

       「目指すべき姿・課題」について、クラウド会計や POS レジなど複数のビジネスアプリ

を活用し、バックオフィスの業務フロー全体の IT化が必要となるが、社内の IT 人材の不

足や、費用負担、IT支援体制などの課題も残されている。 

       「今後の対応」について、中小企業においては、ビジネスアプリの活用やネットバンキ

ング、キャッシュレス決済への対応が求められる。また、商工会議所でも、「支援体制構

築」や「情報発信」、「合同支援」、「個別支援」の４段階で IT 化支援を行うことが重要で

ある。さらに、国においても、導入を支援する補助金や低コストで利用できる金融インフ

ラなどの環境整備が必要となる。日商では、引き続き、情報提供や研修会の開催、IT支援

人材・事業者との連携、政府への意見・要望等を行っていく。 

本案を承認いただけた場合は、経済産業省をはじめ関係省庁や各政党の先生方に配布

したい。 
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（２）「働き方改革実行計画」に対する日本・東京商工会議所の考え方について（追認） 

石田専務理事から、以下の説明とともに諮り、異議なく承認された。 

   働き方改革実現会議において、三村会頭から、中小企業の実情や現場の声を踏まえ、

積極的に意見・要望をしてきたところであり、去る５月 30 日には、塩崎厚生労働大臣、

加藤働き方改革担当大臣に本意見書を提出した。 

   内容について、総論・各論の２パートに分けてまとめている。総論では、中小企業の

実情や取り組むべき課題等を整理したうえで、（１）法案等の検討は各界との合意形成を

尊重すること、（２）多様な属性の方々からの意見を取り入れること、（３）法律施行ま

で十分な準備期間を確保することなどを求めている。また、規制緩和による生産性向上

などの議論も必要である旨を盛り込んだ。さらに、政府がまとめた実行計画のフォロー

アップでは、大企業の働き方改革が中小企業にしわ寄せされることがないよう検討すべ

きであることを記載した。 

各論では、「同一労働同一賃金」、「最低賃金の引き上げ」、「時間外労働の上限規制」、「柔

軟な働き方がしやすい環境整備」、「子育て・介護等と仕事の両立」、「転職・再就職支援」、

「高齢者の就業促進」、「外国人材の受入」の項目に分け、意見・要望等をまとめている。 

 

報告事項（１）2025 日本万国博覧会誘致活動について 

尾崎副会頭（大阪・会頭）から、資料に基づき、以下の報告があった。 

６月上旬～中旬にかけて、2025 日本万国博覧会誘致委員会は、アスタナ国際博覧会

および BIE 総会に出席するとともに、各国政府等への PR を目的に、カザフスタン・ア

スタナおよびフランス・パリを訪問した。 

また、今般、誘致委員会による活動の認知度向上や機運醸成を目的に、誘致ロゴマー

クを決定した。日本以外には、フランス（パリ）、ロシア（エカテリンブルグ）、アゼ

ルバイジャン（バクー）の３都市が立候補しており、誘致を成功させるため、今後も

オールジャパン体制で国内外に向けたプロモーション活動を展開していく。 

各地商工会議所においては、大阪・関西での万博開催の趣旨に賛同いただき、ぜひ

とも「2025 日本万国博覧会誘致委員会」への会員加入をお願いしたい。 

  （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、以下のとおり説明があった。 

商工会議所にとって関心の高い政策のうち、重要政策を巡る今後の日程、成長戦略、

働き方改革、規制改革などに関する動向について、久貝常務理事より、説明があった。 

国外の主な動きについて、５月７日にフランス大統領選が行われ、マクロン氏が選

出された。韓国でも、同月９日に行われた大統領選の結果、ムン・ジェイン（文在寅）

氏が当選した。６月には、８日にイギリス総選挙、11 日と 18 日にフランス国民議会

総選挙と、ヨーロッパ主要国で重要な選挙が相次いで行われている。このほか、５月

26 日～27日に、地球温暖化や貿易自由化などをテーマに G７首脳会議が開催され、６

月１日には、トランプ米大統領がパリ協定からの離脱を表明した。 

成長戦略について、５月 17日の「ニッポン一億総活躍プラン」フォローアップ会合、

同月 30日の未来投資会議に三村会頭が出席された。両会議での議論を踏まえ、６月９

日に、成長戦略（未来投資戦略）、骨太の方針、規制改革実施計画の３つが閣議決定さ
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れ、同日にまち・ひと・しごと創生基本方針 2017 も閣議決定されている。 

未来投資戦略では、第４次産業革命の技術革新を産業・社会生活に取り入れた

「Societry5.0」の実現に向け、（１）健康寿命の延伸、（２）移動革命の実現（自動走

行、ドローン等）、（３）サプライチェーンの次世代化、（４）快適なインフラ・まちづ

くり、（５）FinTech の５分野を戦略分野と位置付けるとともに、「中堅・中小・小規

模事業者の革新、サービス産業活性化」、「攻めの農林水産業の展開」、「観光・スポー

ツ・文化」を核とした地域経済好循環システムを構築するとしている。今後、未来投

資戦略に基づく予算措置や税制改正などが行われる見込み。 

一億総活躍社会に向けて、政府では働き方改革と表裏一体のものとして、休み方改

革を進めており、今般、「キッズウィーク（仮称）」を新たに設定する方針が示された。

具体的には、８月の学校休業日の一部を別の月に分散させるとともに、経済団体・企

業等に対して、学校休業日にあわせた休暇取得の促進を要請し、観光需要の平準化な

どによる地域活性化につなげることを目的としたもの。国レベルでは「休み方改革官

民総合推進会議（仮称）」、地域レベルでは「地域における休み方協議会（仮称）」の設

置が予定されており、商工会議所に対しても、経済界としての協力要請が見込まれて

いる。 

規制改革について、６月９日に「第１次規制改革実施計画」が閣議決定された。同

計画では、商工会議所による提言の成果もあり、「農地における新たな農業生産施設・

設備の利活用促進」が盛り込まれ、農地の地目のままで、コンクリートによる地固め

をした植物工場建設などが認められることとなった。また、通訳案内士制度が見直さ

れ、業務独占を廃止するとともに、ランドオペレーターの登録制度が創設される。 

農商工連携の推進について、当所では、５月 19日に JA 全中、全国森林組合連合会、

全国漁業協同組合連合会、全国商工会連合会の４団体とともに「農林漁業と商工業の

連携を通じた地方創生に関する協定」を締結した。同協定をもとに、５団体が地域の

実情に配慮しつつ、相互に連携・協力を深め、６次産業化や販路開拓、新商品開発の

推進などを通じ、地方創生の実現を目指す。 

５月 30日に全面施行された改正個人情報保護法について、取り扱う個人情報５千以

下の事業者も規制対象となり、すべての事業者に適用されることとなった。日商の調

査によると、「未着手」と「準備できていない」が、あわせて約 66%に上っており、政

府に対して普及・啓発活動の強化を要請している。各地商工会議所においても、個人

情報保護委員会が作成した対応ツール（チェックリスト、サポートページ、動画等）

の積極的な活用をお願いしたい。 

120 年ぶりとなる民法（債権法）改正について、売掛金等に係る債権の時効期間の

統一や法定利率の柔軟化、約款に関する規定の新設などが行われる。企業の契約など

に影響があることから、随時、CCI スクエア等を通じて情報提供を行うので、確認い

ただきたい。 

（３）その他 

①平成 29年春の叙勲・褒章 

議長から、「平成 29 年春の叙勲・褒章」について、受章者の報告がなされ、祝意が

述べられた。今般、当所の推薦などにより、13名が受章した。 
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②訪インド・スリランカ経済ミッションの派遣 

議長から、「訪ベトナム・ミャンマー経済ミッション」について、2018 年１月開催

との案内があり、広く参加を呼びかけた。 

③夏季政策懇談会（７月 19 日／帝国ホテル） 

久貝常務理事から、「夏季政策懇談会（７月 19 日/帝国ホテル）」について、開催の

案内があり、広く参加を呼びかけた。 

 

②第 263 回議員総会 

○日 時 2017 年７月 20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、熊本商工会議所・田川会頭 

○議 事 

  冒頭、九州商工会議所連合会・磯山会長から、九州北部豪雨に関する現状等について、以下のとおり

報告があった。 

今回の豪雨では、５年前に九州で発生した豪雨災害を上回る雨量を記録し、福岡県朝倉市、大分県日

田市において、山間部を中心に甚大な被害が発生した。 

現在、朝倉商工会議所では管内の実態調査を進めている。日田商工会議所においても巡回による聞き

取りを開始しており、機械設備の破損などの被害が確認されたほか、宿泊キャンセルなど観光業への影

響も生じている。 

九商連では、20日、財務省や国土交通省、経済産業省に対し、速やかな激甚災害指定など、早期の復

旧・復興に向けた緊急要望書を提出する。 

続いて、新任会頭の紹介があり、宇都宮商工会議所・関口会頭から挨拶があった。 

議  案（１）第 126 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 年度事業報告（案）」、久貝常務理事から、「平成 28 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 30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 30 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。 

本要望は、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、とりまとめたもの。「中小企業の生産性向上

と人材確保支援」、「地域活性化の実現」、「災害からの復旧・復興」の３つの柱で構成さ

れており、人手不足対策・生産性向上に向けた IT・IoT 化の推進、人材確保支援、創業・

事業承継対策、地域中核企業の成長力強化などを要望している。 

中小企業庁長官を訪問し、直接要望するとともに、国会議員・関係省庁等に提出し、

実現を求める。 
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（３）地域・中小企業における IoT 等の活用推進に関する意見 

～第４次産業革命への対応に向けて～（案）について 

久貝常務理事から「地域・中小企業におけるＩｏＴ等の活用推進に関する意見～第４

次産業革命への対応に向けて～（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。 

中小企業にとって最大の経営課題である人手不足を克服するには、IT・IoT、ロボット

等の導入による生産性向上を図ることが不可欠であり、仕入・販売・受発注管理をはじ

め、中小企業の IT 活用は進んでいないのが現状となっている。日本商工会議所では、「IoT

活用専門委員会」を設置し、各地商工会議所の取り組みを後押ししているところであり、

松浦商工会議所（長崎県）や青梅商工会議所（東京都）など、会員企業への支援事例も

生まれている。 

本意見は、IT専門家派遣やＩＴ普及セミナー、IT導入補助金など、中小企業の気づき

を促す政策の継続とともに、豊田商工会議所、碧南商工会議所（愛知県）などで実証に

取り組まれているような「次世代企業間データ連携（共通 EDI 連携）の推進」、体験スペー

スの設置や視察会の実施などをはじめとする「第４次産業革命・コネクテッドインダス

トリーズへの対応」などを求めている。 

承認いただいた場合は、「平成 30 年度中小企業・地域活性化施策に関する意見・要望

（案）」とともに、関係各所に配布する。 

（４）「豪州就労ビザ（サブクラス 457）廃止・改正」の早急な改善要望について（追認） 

青山理事・事務局長から、以下の説明とともに諮り、異議なく追認された。６月 28 日

に、東商、日豪経済委員会の２団体とともに「豪州就労ビザ廃止・改正」に対する改善

要望をとりまとめ、在日のオーストラリア大使館を通じて、同国のターンブル首相宛て

に、文書で要望書を提出し、７月５日に三村会頭からコート大使に手交した。 

同要望では、対象から削除された職種の復活や犯罪経歴証明書提出の条件緩和、ビザ

取得費用増加の要因となる「トレーニングファンド」への支払義務の撤廃などを求めて

いる。 

（５）第 126 回日本商工会議所表彰（案）について 

久貝常務理事から、「第 126 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。 
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報告事項（１）第 11回日韓商工会議所首脳会議の結果概要について 

石田専務理事から、「第 11 回日韓商工会議所首脳会議の結果概要」について、以下の

報告があった。 

７月 13 日、北海道富良野市において、第 11 回日韓商工会議所首脳会議を開催した。

日本側からは、三村会頭をはじめ、副会頭、特別顧問他 33 名、韓国側からは、朴会長は

じめ、大韓商工会議所の副会長他２５名が参加した。 

会議では、両国の経済情勢の見通し、両国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などについて議論を行った。また、来年の平昌冬期オリンピッ

ク・パラリンピックと 2020 年の東京オリンピック・パラリンピックを通じた両国の人的

交流の拡大などについても議論を深めた。 

来年は釜山での開催が決定し、今後も日韓の相互理解促進のために継続的な交流を

行っていく。 

（２）民法（債権関係）改正について 

大島経済法規専門委員長から、「民法（債権関係）改正」について、以下の報告があっ

た。 

   経済取引や社会情勢など時代の変化に対応するため、債権分野を中心に、明治以来 120

年ぶりに民法が改正された。改正法の施行は 2020 年を予定している。 

日本商工会議所では、５年以上にわたり意見書の提出をはじめとした活動を行ってお

り、今回の改正に際しては、個人保証や定型約款など、商工会議所の意見が多く反映さ

れた。 

具体的には、売掛金などの債権について、職種ごとに分かれた現行の複雑な時効期間

が、通常のビジネス上の債権であれば５年に統一される。各企業においては、契約書や

請求書の保存期間の見直しが必要となる。また、個人保証については、事業資金を個人

が保証する場合、公証役場において、保証人の責任について理解したことを記した公正

証書を作成し、「保証する意思」を示すことが必要となった。 

改正の主要なポイントをまとめた速報版の案内は CCIスクエア等に掲載しているほか、

各地商工会議所へ日本商工会議所の担当者の派遣・説明を行う。 

（３）夏季政策懇談会の結果概要について 

石田専務理事から、７月 19 日（水）に開催した夏季政策懇談会について、「地域の未

来を拓く民間の挑戦」を全体テーマとし、各地商工会議所の取り組み事例を交え、活発

な政策討議や商工会議所のあり方に関する意見交換などが行われた旨の報告があった。。 

（４）世界商工会議所大会シドニー2017 視察ミッションについて 

石田専務理事から、「世界商工会議所大会シドニー2017 視察ミッション」について、

以下のとおり報告があった。 

   ２年に１度開催されている世界商工会議所大会が９月にオーストラリア・シドニーで

開催される。同大会は、130 カ国・地域から約 1,500 人の商工会議所関係者が参加する予

定で、世界のビジネスリーダー同士のネットワーキングに最適なイベントである。 

各地商工会議所の国際担当の役員や青年部、女性会など関心を持つ方々への参加を求

めた。 
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（５）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、以下のとおり報告があった。 

商工会議所にとって関心の高い政策のうち、重要政策を巡る今後の日程、成長戦略、

働き方改革、規制改革などに関する動向について、説明があった。 

国外の主な動きについて、７月６日に日 EU・EPA 交渉大枠合意がなされた。これを

受け、トランプ政権による保護主義に歯止めがかかることが期待される。７月６～８

日には、日米韓・日露・日中・日米首脳会談が行われ、各国大統領間で活発な議論が

行われた。 

地方創生について、７月４日に 2016 年度ふるさと納税額が公表され、今年度は 2,844

億円であり、４年連続増加となった。 

健康経営優良法人認定制度について、２月 21 日に行われた日本健康会議にて、中小

規模法人部門 95法人が認定され、８月下旬には追加認定が行われる予定である。また、

280 カ所の商工会議所で、今年度の事業計画に「健康経営の取り組み」が記載されてい

る。 

 

③第 264 回議員総会 

○日 時 2017 年９月 20日（水）11時 30 分～12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 豊橋商工会議所・神野会頭、佐賀商工会議所・井田会頭 

○議 事 

  新任副会頭の渡邊副会頭（高松・会頭）から、挨拶があった。 

続いて、ラグビーワールドカップ組織委員会副会長を務める岡村名誉会頭ならびに同委員会事務総長

代行の河野一郎氏から、ラグビーワールドカップ 2019 の準備状況と今後の取り組みについて、説明と

ともに機運醸成等の協力依頼があった 

議  案（１）平成 30年度税制改正に関する意見（案）について 

田中税制委員長から、以下の説明とともに諮り、異議なく承認された。 

       本意見書は、全国の商工会議所を対象に実施したアンケート調査等で寄せられた要望等

を踏まえ、税制専門委員会において議論を重ね、とりまとめた。内容は、基本的な考え方

を整理したうえで、（１）中小企業の価値ある事業を次世代に承継し、新たな挑戦を促す

税制の実現、（２）地域活性化、企業の生産性向上・活力強化に資する税制措置、（３）消

費税率引き上げに伴う課題、（４）女性の活躍促進・子育て世代の支援に向けた制度の見

直しの４つの柱で構成されている。 

       （１）について、大事業承継時代を乗り切るため、諸外国並みの事業承継税制の確立を

求めるとともに、第４次産業革命に不可欠な IT 投資の促進やスタートアップ企業の負担

軽減など、新事業展開を促す税制の充実も要望している。このほか、適用期限を迎える所

得拡大促進税制、少額減価償却資産の損金算入制度については、期限延長とあわせて、使

い勝手の改善を求めている。 

       （２）について、土地の固定資産税の負担増の動きに対する反対意見や、空き地・空き
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店舗の活用、防災・減災への取り組みを促すインセンティブ措置、納税事務負担の軽減に

ついて記載している。 

       （３）について、軽減税率・インボイス制度の導入は、会員企業から廃止を求める意見

が多く寄せられており、商工会議所として、引き続き、廃止を含めて慎重に検討するよう

求めている。 

       （４）について、女性の働きたい意思を尊重した税制・社会保障制度の見直しや、子育

て世代への支援の拡充を要望している。 

本案を承認いただいた場合は、直ちに各政党の先生方や関係省庁に配布したい。 

（２）安倍改造内閣に望むについて（追認） 

石田専務理事から、以下の説明とともに諮り、異議なく追認された。 

本要望は、８月３日の内閣改造の機会を捉え、商工会議所の基本的な考え方や重点要

望をとりまとめ、４日に政府に提出したもの。 

前文では、「一部に痛みを伴う政策でも、オープンな議論のもと、丁寧な説明により国

民の総意を形作り、改革を断行することが必要」であることを強調するとともに、わが

国の最重要課題である潜在成長率の引き上げや地方創生の実現、人口減少対策、震災復

興への継続支援の重要性を指摘し、商工会議所としても、自ら行動するとともに、政府

に対し、最大限協力することを表明している。 

こうした考え方のもと、（１）IoT 活用や規制改革などの「成長率の底上げに向けたビ

ジネス環境の整備」、（２）観光振興や農商工連携の推進、ストック効果を重視した社会

資本整備、中小・中堅企業における円滑な事業承継のための税制措置をはじめとした「地

方創生と中小・中堅企業」、（３）社会保障制度改革の断行や消費税率引き上げに向けた

環境整備などの「人口減少対策と社会保障制度改革による将来不安の払拭」の３つの柱

に分けて要望している。 

本要望は、安倍総理をはじめ、閣僚や国会議員、各省庁に届けたほか、当所ホームペー

ジ等に公表している。 
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報告事項（１）日本労働組合総連合会との懇談会の結果概要について 

石田専務理事から、「日本労働組合総連合会との懇談会の結果概要」について、以下の

報告があった。 

冒頭、連合の神津会長から挨拶があり、人手不足が多くの企業において喫緊の課題で

あるとの認識が示された。また、自律的な経済成長には、中小企業や非正規労働者の「底

上げ・底支え」、「格差是正」を進めることが鍵であるとの発言があったほか、働き方改

革関連法案については、労使で中身を作っていくことが大切であるとの発言があった。 

続いて、三村会頭から、中小企業の景況感について説明した後、働き方改革は国全体

にとって成長戦略の一丁目一番地であると同時に、個別企業にとって人手不足の中での

新たな生き残り戦略であるとの発言があった。働き方改革関連法案に関しては、「長時間

労働の是正だけでなく、『プロフェッショナル制度』のように、柔軟な働き方を導入する

ことも必要」であること、同一労働同一賃金に関して、「不合理な待遇差を解消すること

に異論はないが、定義が不明確でガイドライン案のグレーゾーンが広いことが課題。企

業が円滑に準備できるような『手引書』の策定や相談体制の強化を政府に求めていく」

ことなどが述べられた。 

意見交換の中では、連合側から、「人口減少や IT 化による社会の変化に対応するため

には、長時間労働の是正や同一労働同一賃金の実現が不可欠である」、「生産性向上運動

のあり方や税・社会保障制度の見直しが必要である」、「中小企業が人材にかける原資を

確保するためには、取引価格の適正化が不可欠である」などの発言があった。 

その後、伊藤労働委員長、深山副会頭（広島・会頭）、岩田副会頭（札幌・会頭）、和

合女性等活躍推進共同委員長、石田専務理事から、働き方改革実行計画に対する商工会

議所の考え方が示されたほか、人手不足への対応、観光と農林水産資源の活用、まちづ

くり、女性の活躍推進、オリンピック・パラリンピックの機運醸成等について、各地商

工会議所での事例などを踏まえ、発言があった。 

（２）無期転換ルールの円滑な導入に向けた取組に関する要請について 

石田専務理事から、「無期転換ルールの円滑な導入に向けた取組に関する要請」につい

て以下の報告があった。 

2013 年４月に労働契約法が改正され、無期転換ルールが導入された。2018 年４月から

法律に基づく無期転換締結権が発生する。これまで、通算５年を超えて有期労働契約を

繰り返し更新していたが、今後、期間の定めのない無期労働契約に転換される。 

政府は、本年９月から 10月を「無期転換ルール取組促進キャンペーン」期間と定めて

おり、周知と円滑な導入の促進を図っている。各地商工会議所におかれては、会員企業

や関係団体への周知と啓発をお願いしたい。 

（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」について以下の報告があった。 

国外の主要予定について。東アジアの安全保障を巡る問題に動きが出ており、９月３

日には北朝鮮が核実験を実施し、９月７日に日韓・日露首脳会談が開催。９月 12 日には

国連安全保障理事会で対北朝鮮制裁決議が採択され、９月 20日には安倍首相が国連総会

で一般討論演説を行うと共に、日米韓首脳会談の開催も予定。10月中旬には麻生副総理

とペンス副大統領による日米経済対話が開かれる。また、10月 18 日に中国共産党大会、
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11 月 10～11 日の APEC 首脳会談に合わせ、トランプ米大統領の初訪日が予定。 

国内の主要動向について。８月 31 日に平成 30 年度予算各省庁概算要求が締め切られ

た。９月下旬には臨時国会が開かれる予定だが、解散総選挙の動きがある。10 月 22 日

に衆議院３区（青森・新潟・愛媛）補欠選挙が予定されるが、解散総選挙となった場合、

総選挙に統合される可能性がある。 

８月 31 日に Connected Industries 大臣懇談会が開催され三村会頭が出席、９月８日

の未来投資会議や９月下旬のローカルアベノミクスで更に議論が深められる予定。 

   10 月下旬から手形・小切手の電子化の検討も始まる。改正小規模支援法に基づく経営

発達支援計画については第５回認定申請期間が 2017 年 11 月８日～15 日。是非、活用を

検討いただきたい。働き方改革関連法案が９月下旬に国会に提出される予定だったが、

国会情勢が流動的となっているため、遅れる可能性もある。11 月１日に外国人技能実習

法が施行される。 

平成 30年度予算概算要求について、一般会計の要求総額は 101 兆円となり４年連続で

100 兆円を超えた。働き方改革の関連法案について、罰則付き時間外労働の上限規制が定

められ、2019 年４月１日施行（中小企業における１ヶ月 60 時間超の残業に対する割増賃

金率の適用は 2022 年４月１日）。正規・非正規間の格差是正を目指す同一労働同一賃金

法制は、2019 年４月１日施行（中小企業に対するパートタイム労働法、労働契約法の適

用は 2020 年４月１日）。 

（４）専門職大学設置基準案への意見について 

青山理事・事務局長から、「専門職大学設置基準案への意見」について報告があった。 

５月 24 日（水）、改正学校教育法が成立した。これにより、実践的な職業教育に重点

を置いた新たな高等教育機関として「専門職大学」が 2019 年４月から開設されることと

なった。 

専門職大学が設立される背景には、①人工知能（AI）の活用などによる「第４次産業

革命」、②地方創生、③国際競争の激化といった産業構造・社会構造の急激な転換が進む

中で、IT や観光、農業などの成長分野を中心に、専門業務をけん引できる高度な実践力

とともに、変化に対応して新たなモノやサービスを創り出せる豊かな創造力を兼ね備え

た「即戦力」の人材が強く求められている。このため、日商としても、設置を支持して

きた。 

これまでの大学と異なる特色としては、産業界と連携して教育課程を開発すること。

①卒業単位の約３～４割以上を企業内での実習など実践的な授業に当てていることや、

②必要とされる専任教員のうち４割以上は実務経験のある実務家教員とすることが義務

付けられており、専門技術に加え、幅広い教養や学術的な知識・理論の教育が行われる

こととなっている。 

専門職大学は、地域企業の協力を必要とすることから、教育課程の編成においては企

業の意向を十分に踏まえるよう要望している。また、実習生を受け入れる中小企業に対

しては、その後の採用に結びつけることができるようなインセンティブが与えられるよ

うな仕組みとすることを求めている。さらに、「実務家教員」については、企業の OB 等

を含む幅広い人材を活用するよう求めている。特に、専門職大学が地方創生に資する人

材育成機関としての機能を果たすため、全国にバランスよく設置されることなどを併せ
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て要望している。 

現在、高等教育機関における社会人の学び直しが低調であることを踏まえ、ｅラーニ

ングの導入や必要な知識を必要な時に学ぶことができるモジュール方式の導入など、社

会人が、働きながら学びやすい履修形態を確立するよう求める。 

（５）日本商工会議所青年部の活動について 

      日本商工会議所青年部（日本 YEG）の吉田会長（岡山 YEG）から、平成 29 年度上半期

の活動について、報告があった。 

 

④第 265 回議員総会 

○日 時 2017 年 11 月 16 日（木）12 時 50 分～13時 30 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、高知商工会議所・青木会頭 

○議 事 

議  案（１）「エネルギー基本計画」の見直しに対する意見（案）について 

北村エネルギー・環境共同委員長から、以下の説明とともに諮り、異議なく承認された。 

エネルギー需給について、政府が定めるエネルギー基本計画は、少なくとも３年ごとに

見直しが必要か検討を行うこととし、本年８月から議論が開始された。エネルギーは産業

活動に不可欠であることから、商工会議所として意見を提出するため、エネルギー・環境

専門委員会を中心に議論し、本案をとりまとめた。 

本案では、はじめに、エネルギー・環境を取り巻く現状認識と政策の方向性について整

理したうえで、（１）エネルギーコスト負担軽減のための取り組みの推進、（２）エネルギー

ミックス実現を目指すための取り組みの強化、（３）「経済成長・環境・安定供給の同時達

成」のための政府一体となった取り組みの促進、の３項目に分けて要望している。 

（１）では、安全性確保を前提とした原子力発電所の早期運転再開、国民負担軽減に向け

た再生可能エネルギー固定価格買取制度（FIT）の買取価格の大幅な引き下げなどを盛り込

んでいる。 

（２）では、原子力発電所の新増設・リプレースの必要性の検討、FIT 制度の根本的な見

直しを含めたあり方の検討、エネルギーシステム改革の普及促進の強化などを求めている。 

（３）では、多様なエネルギーの選択肢の確保など、2050 年を見据えた施策の検討・実行

を主張している。 

常議員会終了後、資源エネルギー庁をはじめ、関係省庁等に提出予定。 

また、渡邊エネルギー・環境委員長から、エネルギー多消費産業や原子力発電所立地地

域の商工会議所等、様々な立場からの意見を踏まえて、本案をとりまとめた旨の補足があっ

た。 

       （２）今後の外国人材の受け入れのあり方に関する意見（案）について 

石田専務理事から、以下の説明とともに諮り、異議なく承認された。 

わが国の在留外国人材は、前年同期比で 6.7％増加し、このうち、就労者も４年連続で過

去最高を更新、初めて 100 万人を超えた。しかし実態は、原則就労が認められない在留資格
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で就労している外国人材が増加しており、企業側のニーズと在留資格に乖離が生じている。

また、わが国の出入国管理制度は、1952 年の制度発足時に比べると、グローバル化の進展

など取り巻く内外の環境が大幅に変化しており、同制度の抜本的な検証・見直しを行う必要

がある。 

こうした観点から、本案では、「開かれた日本」の実現に向けて、（１）新たな受け入れ制

度の構築に関する検討を政府で行うこと、（２）就労が認められる現在の在留資格について、

より積極的に受け入れるため早急に検証・見直しを行うこと、の２点を主張している。 

（１）では、企業の実情を踏まえ、これまでの原則に縛られず、より開かれた受け入れ体

制を構築することが必要であり、その認識のもとで、官民を挙げた環境整備や、受け入れ制

度の在り方について課題を整理する「検討の場」を早急に設置することを求めている。 

（２）では、「高度専門職」、「留学」、「技能実習」、「技術・人文知識・国際業務」、「技能」、

「特定活動」の６つの在留資格について、それぞれの課題を整理し、具体的な要望をまとめ

ている。 

（３）小規模企業振興対策予算の拡充に関する意見・要望（案）について 

石田専務理事から、以下の説明とともに諮り、異議なく承認された。 

本案は、毎年、各都道府県で次年度の予算編成が始まるこの時期に、小規模企業対策予算

の拡充について、全国知事会を通じて各都道府県に要望している。 

策定に際し、第 30 期から中小企業委員会の下に新設した「小規模事業者支援ワーキング

グループ」で討議したほか、全国９ブロックの中小企業相談所長会議等でもご覧いただいた。 

今年度の要望では、2014 年の小規模支援法改正以降、伴走型支援を展開し、実績を上げて

いることや、小規模事業者を取り巻く環境等を踏まえ、商工会議所として生産性向上や事業

承継などの重点事項への取り組みを加速させる必要があることを示し、そのうえで予算・人

員の拡充など一層の体制強化を要望している。 

常議員会終了後、全国知事会の事務総長に要望するほか、全国市長会、都道府県議会議長

会、市議会議長会にも提出する予定。 

要望実現には、地元からの働きかけが不可欠であることから、本案を活用し、積極的に要

望活動を展開していただきたい。 

（４）第４次安倍内閣に望む（追認）について 

石田専務理事から、以下の説明とともに諮り、異議なく承認された。 

本要望は、10 月 22 日の衆議院選挙の結果を受けて、今月１日に第４次安倍内閣が発足し

た機会を捉えて、わが国の経済政策に対する商工会議所の考え方を改めて表明することが重

要との判断から、先に取りまとめを行った。 

「成長する経済」の実現と、将来不安の払拭に向け、構造改革を実行し、その成果により

国民の負託に応えることが重要。 

本案では、中小企業の最大の課題である、「人手不足の克服に向けたサプライサイド強化

型の成長戦略の実行」を第一に掲げている。「地方創生の加速化とその主役となる中小・中

堅企業の活力強化」では、観光・農林水産資源の徹底活用、地域中小企業の製品・サービス

の高付加価値化の推進とともに、ストック効果を重視した社会資本整備などが必要。最後に

「社会保障制度改革の断行による将来不安の払拭、財政健全化の推進」の３点を求めている。 

本要望は安倍総理をはじめ、閣僚や与党国会議員、各省庁に届けたほか、ウェブサイト等
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で公表している。 

（５）11カ国による TPP の早期実現を求める（追認）について 

石田専務理事から、以下の説明とともに諮り、異議なく承認された。 

先般、日商、経団連、経済同友会、日本貿易会の４団体共同で「11 カ国による TPP の早期

実現を求める」をとりまとめ、去る 10月 23 日に、三村会頭はじめ４団体にて同提言を安倍

総理および茂木経済再生担当大臣に手交した。 

手交の際、三村会頭から「TPP の早期実現は、世界全体に自由貿易を推進する意義を示す

絶好の機会」であることを総理に伝え、総理からは、「経済連携は成長のエンジンであり、

TPP11 の早期実現に向けて日本がリーダーシップを発揮していく」旨の発言があった。 

10月 10 日にベトナムで開かれた TPP 閣僚会合において、11 カ国による TPP が大筋合意に

至った。11 日には、三村会頭から大筋合意の歓迎と、早期発効を強く期待する旨のコメン

トを発出している。 

（６）原価計算初級試験の創設（案）について 

青山理事・事務局長から、以下の説明とともに諮り、異議なく承認された。 

企業においては、深刻化する人手不足の克服に向けて、IT の利活用や人材育成などを通

じ、生産性向上に取り組むことが不可欠となっている。そのためには、経営者や従業員が、

自社の製品・サービスの原価（コスト）と売上、利益を正確に把握しておくことが必要で

あり、これを求める「原価計算」は、生産性を見える化し、その向上を図るうえで必須と

なる知識となっている。 

当所では、こうした企業の人材育成ニーズに応えるため、現行の簿記検定試験に加え、

原価計算初学者向けの入門級として、基本的な考え方や知識を理解・習得できる「原価

計算初級試験」を創設する。本試験は、学習の進捗にあわせて試験を実施できるネット

試験方式とし、2018 年度から受験料 2,160 円（税込）で施行したい。 

（７）「豪州就労ビザ（サブクラス 457）廃止・改正」に関する再度の改善要望（追認）につ

いて 

青山理事・事務局長から、以下の説明とともに諮り、異議なく承認された。 

日商、東商、日豪経済委員会、全豪日本商工会議所連合会の４団体の連名で「豪州就

労ビザ廃止・改正」に対する再度の改善要望を、10月４日、豪州政府宛てに提出した。 

本年４月、豪州政府は就労ビザに関し、段階的改正を経て、来年３月から制度変更

することを発表したため、日商・東商・日豪経済委員会の３団体で企業アンケートを

行ったところ、多くの企業から、ビジネス上の懸念の声が寄せられたため、３団体名

で改善を求める要望書を豪州政府へ提出した。この結果、７月に、重要な事項に関す

る要望が実現した。 

改めてヒアリング調査を行った結果、「職種の削除」、「犯罪経歴証明書提出必須化」

の２点に関して、多くの企業が改善を求めていることが明らかとなったことを受け、

再度、要望書を豪州政府へ提出した。 

 

報告事項（１）「全国商工会議所観光振興大会 2017in 前橋」の開催結果について 

前橋商工会議所・曽我会頭から、「全国商工会議所観光振興大会 2017in 前橋」の開

催結果について、報告があった。 
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（２）「梶山地方創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 

石田専務理事から、以下の報告があった。 

冒頭、三村会頭から挨拶があり、地方創生に向けて、産学官金労言が一丸となった推

進体制づくりや、KPI・PDCA サイクルの評価・検証を踏まえた、戦略の不断の見直しが

必要であることを訴えた。 

続いて、梶山大臣からは、富山県工業センターにおける産学官連携や宮崎県日南市の

油津商店街などの成功事例を視察されたことを交え、共通項として「目的・期限・責任

の所在」を明確にしていることなどを挙げた。また、東京一極集中是正のための地方大

学振興や、規制を実験的に緩和するサンドボックス制度の具体化、プロフェッショナル

人材事業の推進に取り組んでいるとの話があったほか、昨年度創設された「企業版ふる

さと納税制度」の会員企業への周知協力があった。 

その後、気仙沼商工会議所・菅原会頭、高岡商工会議所・川村会頭、八王子商工会議

所・田辺会頭、桑名商工会議所・中村会頭、府中商工会議所・北川会頭、日向商工会議

所・三輪会頭から、DMO を通じた着地型観光や行政と連携したＵＩＪターン事業、まち

づくり、高校と連携したインターンシップ事業、アンテナショップを通じた販路拡大、

産学官連携によるキャリア形成支援など、地元での取り組みを踏まえ、現状の課題や政

府への要望等について、発言があった。 

最後に、三村会頭から、「各地商工会議所からの個別相談にも、内閣官房がワンストッ

プで対応したい」との梶山大臣の発言に触れ、商工会議所としても大変心強いこと、今

後は施策の前広な周知にも力を入れていただきたいなどのコメントがあった。 

（３）第３期教育振興基本計画の策定に対するパブリックコメントについて 

資料の配布をもって、報告とした。 

（４）その他 

①平成 29年秋の叙勲・褒章受章者について 

議長から、秋の叙勲・褒章について、日商の推薦等により、計３８名が受章された

旨の報告があった。 

 

⑥第 266 回議員総会 

○日 時 2018 年１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 盛岡商工会議所・谷村会頭、水戸商工会議所・大久保会頭 

○議 事 

議  案（１）平成 29年度一般会計収支補正予算（案）について 

久貝常務理事から、資料に基づき、以下の説明とともに諮り、異議なく承認された。 

収入の部について、当初予算作成時において補助事業の予算額が未確定であった「伴

走型小規模事業者支援推進事業費」（９億 3,008 万円増）など、委託・補助事業が３件追

加されたことを踏まえ、９億 5,143 万円の増加となる、43億 5,435 万円を計上している。 

支出の部についても、収入との見合いで、43 億 6,289 万円（＋９億 5,143 万円増）に
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増額補正を行っている。 

○報 告 

  特許料金の一律半額制度の導入について  

   荒井知的財産専門委員長から、資料に基づき、以下の報告があった。 

   知的財産専門委員会では毎年、知財政策に関する意見をとりまとめ、政府の知的財産推進計画に

反映するよう働きかけを行っている。このたび、政府の「新しい経済政策パッケージ」において、

2010 年度から７年間にわたり要望活動を続けていた、「全ての中小企業を対象とした特許料金の半

額制度導入」が実現する見通しとなった。 

   わが国の現在の特許料金減免制度は、対象が赤字企業であることなどの要件が設けられており、

米国をはじめ諸外国と比べ劣後していたが、今回の制度導入により、これまで 10 年間で約 40万円

かかっていた標準的な特許関連費用が、半分の約 20万円に軽減される。 

   本制度は法律により位置づけられるものであるため、今年の通常国会に法案が上程され、2019

年４月から施行される予定である。 

 

報告事項（１）「野田総務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、以下の報告があった。 

  冒頭、三村会頭から挨拶があり、深刻化する人手不足に対し、女性をはじめとする多様

な人材の活躍推進に向けた環境整備や、中小企業への IT 導入促進など、一層の労働力確

保と生産性向上を図る必要性を訴えた。 

  続いて、野田総務大臣からは、東京においても人口減少・高齢化が進み、わが国は 2040

年頃に最大の危機を迎えるとの指摘があり、今から先を見据えた対策を講じていかなけれ

ばならないとの認識が示された。また、女性の活躍は、働き方改革と一体となって進める

必要があり、商工会議所と協力し、女性の力を引き出す施策を発信していきたいとの発言

があった。 

  その後、和合女性等活躍推進専門委員会共同委員長（福島・副会頭）、姫野 IoT 活用専

門委員会共同委員長（大分・常任顧問）、鎌田副会頭（仙台・会頭）、岐阜商工会議所・村

瀬会頭、尾崎副会頭（大阪・会頭）から、女性の社会進出促進や中小企業への IT 導入支

援、小規模企業振興対策予算の維持・拡充への要望、震災復興、観光振興、事業承継、地

域ブランドづくり、大阪万博誘致などそれぞれの地元での取り組みを交え、発言があった。 

  これらの発言に対し、野田総務大臣から、「女性活躍には、足りない労働力の補充とい

う発想ではなく、女性が働くことで付加価値・生産性を高めるという発想が必要」、「テレ

ワークは人手不足の最大の解決策。地方でこそ取り組むべきであり、ワークライフバラン

スにも資する」、「地方創生の実現には、地方に行く人を増やすことが必要。インバウンド

を柱とした観光振興が重要」、「震災復興は、風化させないことが重要。輸入規制の撤廃に

ついても、中国・韓国等に働きかけていく」、「万博誘致においても、各国要人への働きか

けを行っていきたい」などの回答があった。 

 最後に、三村会頭から、「人手不足の中、生産性を上げなくては中小企業は生き残れ

ない」、「地方創生は、首長の熱意や地域の関係者がいかに連携・協力していくかが重要」、

「中小企業のＩＴ導入は、２～３年以内に必ず火が付く。それまでのプロセスをどうする

かが重要」とのコメントがあった。 
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（２）重要政策課題の動向について 

久貝常務理事から、資料に基づき、以下の報告があった。 

   国内外の主要動向について、１月 12日～17日に安倍首相がバルト３国・ブルガリア・

セルビア・ルーマニアを歴訪。２月９日～25 日には平昌冬季五輪が開催予定。３月 18日

にはロシア大統領選挙があり、プーチン大統領の再選（３期目）が予想される。１月 22

日に通常国会が召集され、２月上旬頃までに平成 29年度補正予算案が、３月末には平成

30 年度当初予算が成立予定。９月に自由民主党総裁選挙が予定。三村会頭が会長を務め

る農林水産業分野の構造改革徹底推進会合が、２月から３月にかけて４回開催予定。４

月８日に日本銀行黒田総裁が任期満了予定。３月 20日には三村会頭が議長を務める「第

４回そうだ地方で暮らそう国民会議」が予定。１月下旬には、働き方関連法案が国会に

提出される予定。 

   平成 29 年度補正予算案について、平成 29 年 12 月 22 日に閣議決定。合計２兆 8,964

億円が計上され、「生産性革命」や「人づくり革命」の関連施策に重点配分されている。 

   平成 30 年度予算案について、総額 97.7 兆円となり、予算規模は６年連続で過去最高

を更新。29 年度補正予算案と同じく、「生産性革命」と「人づくり革命」が重点施策となっ

ている。政府が目標としてきた基礎的財政収支の「2020 年度黒字化」の達成は困難とな

り、政府は今夏にも新たな方針をとりまとめる予定。 

   「まち・ひと・しごと創生総合戦略 2017 改訂版」について、2017 年 12 月 22 日に閣

議決定され、観光業を強化する地域における連携体制の構築について、DMO 形成数を 100

とする KPI の追加や、地方における若者の修学・就業の促進等の政策メニューの拡充が

行われた。 

   改正小規模支援法に基づく「経営発達支援計画」について、約 3,300 会議所が既に認

定を受けている。補助上限額は 1,000 万円。セミナーや販路開拓支援等、様々な事業が

補助対象となる。是非活用していただきたい。 

   地域未来投資促進法について、12 月 22 日、市町村及び都道府県が策定する基本計画

について、74 の計画が国の同意を新たに受けたほか、「地域未来牽引企業」2,148 社が選

定、公表された。 

   IoT 関連では、29年度補正予算案に、100 万社の IT ツール導入促進を行う 500 億円が

盛り込まれた。 

   日 EU・EPA 交渉（地理的表示／日本産食品の輸入規制）について、農林水産省は 12月

15 日、日 EU・EPA の合意を受けた農産品の地理的表示保護制度の最終合意内容を発表。

協定の発効により、EU 側は 71 品目が、日本側は 48品目が保護される。 

観光ビジョン実現プログラム 2017（抄）について、平成 30 年６月の民泊法施行に向け、

旅館業法の一部を改正する法律案が成立。2020 年４月１日からは、免税手続きの電子化

が開始される。 

（３）その他 

久貝常務理事から、「データを活用した地域経済分析」について、資料に基づき、以下

の報告があった 

   数年前から政府等において、ビッグデータの公開、活用を勧めている。特に、国や自

治体などが施策の検討を行う際に、データがもつ客観性を背景に、説得力のある立案や
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提言を行うこと、さらには、事後の効果検証にも有効となっている。 

   国等が提供する主なビッグデータは、市町村単位の経済・産業などに係る様々な状況

が、誰でも、簡単に図表やグラフで見ることができるとともに、それを取り出して自由

に使うことができる。 

   データに基づく実態把握から施策の立案や実施につなげた、「観光客の消費拡大への取

り組みが重要と導かれた出雲市」「伝統産業であるかばん産業と観光業の協力により海外

市場の開拓に取り組んでいる豊岡市」「経済自立度 70%を目標に設定し、国の支援が減少

しても自立できる地域づくりに取り組んでいる飯田市」の３つの事例を紹介した。 

日商地域振興部で「かつみの地域診断サービス」という形で各地ごとの簡単な分析資

料を提供しているので、ご活用いただきたい。 

 

⑦第 267 回議員総会 

○日 時 2018 年３月 15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 小樽商工会議所・山本会頭、津商工会議所・岡本会頭 

○議 事 

議  案（１）第 127 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、「2018 年度事業計画（案）」について、久貝常務理事から、「2018

年度収支予算（案）」について、資料に基づき、以下の説明とともに諮り、異議なく承認

された。 

       2018 度事業計画（案）について、第 30 期行動計画の方針に基づき、対応すべき課題を

５つに整理したうえ、具体的なアクションプランを盛り込んだ。 

       「（１）地方創生と中小企業の活力強化を両輪とした成長」では、このたび抜本的な拡

充が実現した事業承継税制の普及・活用のほか、生産性向上と人手不足対策に向けた IT

活用、創業、海外展開など、中小企業の取り組みを強力に支援していく。 

       「（２）中小企業と地域の人手不足対策」では、多様な人材の確保に向けた女性活躍の

推進やリカレント教育に注力するとともに、外国人材の受け入れ拡大に向けた働きかけを

行っていく。また、重要な政策課題である働き方改革では、中小企業への影響に十分配慮

しつつ、意見交換をしながら取り組んでいくこととしている。 

       「（３）地方創生」では、インバウンドの地方への取り込みはもとより、RESAS を活用し

た商工会議所による地域ビジョンの作成や明治150年を活用した各地の取り組みなどを後

押ししていく。あわせて、復興五輪を契機とした震災復興、2020 オリンピック・パラリン

ピック、2025 大阪関西万博、2019 ラグビーワールドカップを支援し、地域経済への効果

波及にも注力する。 

       「（４）成長を後押しする政策提言」では、引き続き、現場主義・双方向主義のもと、

商工会議所の活動成果を高めるため、一歩先んじた政策提言を実践していく。 

       「（５）商工会議所機能の最大化」では、ITを最大限に活用し、各地商工会議所の生産

性向上に資する働き方改革を進めるとともに、財政基盤強化に向けた日商保険の推進、会

－83－



－34－ 

 

員増強、簿記などの検定事業の受験者増にも取り組んでいく。 

2018 年度収支予算（案）については、一般会計・広報特別会計の収入は、85 億 9,900

万円。2017 年度決算見込み比で、事業費は、保険や特定原産地証明の伸びを受けて、１

億 5,800 万円増、委託・補助事業費は、会館補助金の終了と、伴走型支援事業の補助額

が未確定であり、ゼロ計上していることなどから、10 億 9,700 万円減などとしている。

本案について承認いただけた場合は、第 127 回通常会員総会へ提案したい。 

（２）知的財産政策に関する意見（案）について 

荒井知的財産専門委員長から、資料に基づき、以下の説明とともに諮り、異議なく承

認された。 

   政府では、現在、知的財産戦略本部において「知的財産推進計画 2018」および「知的

財産戦略の長期ビジョン」の検討を進めているところであり、当委員会では、これらに

商工会議所の考え方を反映させるため、意見（案）をとりまとめた。 

   具体的には、知財や知財政策に関する基本的な考え方を整理したうえで、（１）中小企

業の知財の創造、活用を促す知財紛争処理システムの構築、（２）中小企業の知財権取得

を後押しする施策、（３）地域・中小企業の知財の徹底活用による地方創生の加速化、（４）

国内外の需要拡大・獲得に向けたコンテンツの戦略的な展開、の４つの柱に分けて、「低

すぎる損害賠償額の早期是正」や「特許料金の一律半減制度を盛り込んだ特許法改正法

案の早期成立」、「大学や研究機関など、地域の連携による戦略的な知財活用」、「コンテ

ンツの創造・利活用を促進する制度整備」などについて意見している。 

本案について承認いただけた場合は、政府の知財本部や特許庁等に提出し、要望の実

現を働きかけていく。 

（３）2018 年度生産性革命・人づくり革命・地方創生の実現に向けた規制・制度改革の意見

（案）について 

石田専務理事から、資料に基づき、以下の説明とともに諮り、異議なく承認された。 

   当所では、2013 年から、規制・制度改革に関する意見をとりまとめ、政府に要望して

いるところであり、本案は、６回目となる。 

   昨年 10月に実施したアンケート調査の結果を踏まえ、本意見（案）では、第４次産業

革命、Society5.0 といった大きな構造転換期に差しかかっていることから、新たな制度

づくりを提案する内容としている。 

   具体的には、わが国や中小企業を取り巻く現状・課題などを整理したうえで、（１）生

産性革命、（２）人づくり革命、（３）地方創生、（４）規制・制度改革の加速、の４つの

観点から、「ビッグデータの利活用に向けた法整備」、「生産性向上のための設備投資の障

害となる規制の一部緩和」、「外国人材の受け入れ」、「農業・林業の成長産業化」、「観光

振興・インバウンド拡大」、「行政手続きの簡素化」などに関する意見を盛り込んだ。 

本案について承認いただけた場合は、規制改革推進会議や未来投資会議など、関係先

に提出する予定。 

（４）2017 年度小規模事業者販路開拓支援事業特別会計収支補正予算（案）について 

久貝常務理事から、資料に基づき、以下の説明とともに諮り、異議なく承認された。 

平成 29年度補正予算「小規模事業者支援パッケージ事業」の持続化補助金事業に係る

補助金のうち、2017 年度中の支出に対応する部分として、100 万円の増額補正を行って
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いる。支出についても、収入との見合いで 100 万円の増額となっている。 

 

報告事項（１）重要政策課題の動向について 

久貝常務理事から、資料に基づき、以下の報告があった。 

       国内外の主要動向について、３月５日から中国で全国人民代表大会が開催され、国家主

席の任期の制限が撤廃された。３月５、６日には韓国が北朝鮮に特使団を派遣している。

３月８日には TPP11 署名式が開催された。３月 18 日にはロシア大統領選挙が予定されて

いる。４月には日米首脳会談と ASEAN 首脳会議、５月は米朝首脳会談、６月には G７首脳

会議が開催される予定となっている。２月 28 日に平成 30 年度予算（案）が衆議院を通過

し、遅くとも３月末には成立見込み。構造改革徹底推進会合は、２月以降、断続的に開催

されている。３月 20 日には三村会頭が議長を務める「第４回そうだ地方で暮らそう国民

会議」が開催される。４月８日に黒田日銀総裁が任期満了を迎えるが、再任の国会同意人

事案が提出されており、衆参両院の承認待ちの状況となっている。４月１日以降、障がい

者の法定雇用率が 2.2％に引き上げとなるほか、勤続５年超の有期雇用社員のうち希望者

は無期転換が可能となる。 

       働き方改革関連法案について、３月中に国会に提出される予定の働き方改革関連法案か

ら裁量労働制の拡大に関する部分は切り離された。時間外労働の上限規制や同一労働同一

賃金については、施行期日がそれぞれ当初案から１年後ろ倒しとなった。 

       健康経営優良法人認定制度について、２月 20 日に日本健康会議で健康経営優良法人

2018 を認定した。中小規模法人部門では６商工会議所を含む 776 法人が認定された。 

       平成 30 年度税制改正の概要について、現在、全国商工会議所で改正概要の説明を行っ

ている。 

       「中小企業等経営強化法」の改正について、２月９日、改正法案が国会に提出された。

再編による事業承継の加速化や、経営基盤強化のための支援機関を確保するための認定支

援機関の見直し、ITベンダー等の認定制度創設を目的としている。 

       生産性向上特別措置法案における固定資産税減免制度について、２月９日、同法案が国

会に提出された。市区町村が策定する「導入促進基本計画」に基づき事業者は「先端設備

等導入計画」を作成し、市区町村の認定を受けると新規の償却資産に係る固定資産税が３

年間ゼロ～1/2 に軽減される。市区町村に対する「導入促進計画」の策定の意思や固定資

産税の特例等の意向を確認する、経済産業省のアンケート結果が３月末に公表される予定

となっている。 

       「今後の外国人材の受け入れのあり方に関する意見」について、２月 21 日の経済財政

諮問会議で安倍総理大臣は、制度改正の検討を早急に開始し、夏までに方向性を出すと発

言した。 

日米関係について、トランプ大統領は３月８日、鉄鋼とアルミニウムの輸入にそれぞ

れ 25%と 10%の関税を課す大統領令に署名。輸入制限は 23 日までに発効する。カナダと

メキシコは当面免除、日本やその他の国とは協議に応じる姿勢を示しており、日本は適

用除外を要求した。EU や中国は対抗措置を示唆している。 

（２）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 の吉田会長（岡山 YEG）から、
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「日本 YEG の活動」として、2017 年度の事業等の報告があった。 

（３）その他 

久貝常務理事から、「中国深 メイカーズ・スタディツアーのご案内」について、資料

に基づき、以下の報告があった。 

香港の北に位置する深 は、近年、単なる委託加工先にとどまらず、「ものづくり」の

ベンチャー企業が集い、深 のサプライチェーンを活用して試作や量産を行い、驚異的

なスピードで画期的な製品を生み出している。その中から、ドローンの世界シェア７割

を占める DJI などの世界企業も多数生まれるなど「ものづくり」を核としたイノベーショ

ン都市が形成され、「ハードウェアの聖地」あるいは「アジアのシリコンバレー」とも称

されるようになっている。 

そこで、５月７日～10 日の日程で「中国深 メイカーズ・スタディツアー」を実施す

る。同ツアーでは、ドローンの世界シェア７割を占めるＤＪＩや、日本人が６年前に起業

して日本向けスマートフォンなどの電子機器の製造を手掛けるジェネシスの視察に加え、

起業や試作を支援する機関・施設などを訪れ、深 の「ものづくり」「イノベーション」

を体感していただく。是非とも多くの方にご参加いただきたい。 

 

（3）常議員会 

回数・日時 
場所・出席者数 

（議事録署名人） 
議          事 

第665回 

４月20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・久保会頭 

宮崎・米良会頭） 

議案 

（1）観光立国実現に向けた隘路打開への取り組みについて（案） 

報告事項 

（1）平成28年熊本地震に係る被災地報告 

（2）2025年国際博覧会誘致活動について 

（3）「山本農林水産大臣と日本商工会議所との懇談会」結果概要について 

（4）ドイツ IoT 現地事情視察会について 

（5）働き方改革実行計画について 

（6）わが国の原子力発電の現状と「柏崎刈羽原子力発電所視察および柏崎商工

会議所会員との交流」 結果概要報告について 

（7）重要政策課題の動向について 

(8）叙勲制度の見直しについて 

(9）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等につい

て 

(10)コンプライアンスの徹底について 

(11)その他 

 

※昼食懇談会 

演題: 日本の働き方改革、生産性向上について 

ゲストスピーカー: 一橋大学大学院 商学研究科 

教授 クリスティーナ・アメージャン 氏 
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第666回 

６月15日 

10時～ 

10時50分 

城山観光ホテル 

４階「エメラルド

ホール」 

出席者数59人（委任

状提出による代理出

席を含む） 

（さいたま・佐伯会頭

大分・姫野会頭） 

議案 

（1）中小企業の生産性向上に向けた FinTech の活用に関する意見（案）につい

て 

（2）「働き方改革実行計画」に対する日本・東京商工会議所の考え方について（追

認） 

報告事項 

（1）2025日本万国博覧会誘致活動について 

（2）重要政策課題の動向について 

（3）その他 

 

※特別講演 

ゲストスピーカー：作家 井沢 元彦 氏 

第667回 

７月20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） 

（川崎・山田会頭 

 熊本・田川会頭）

議案 

（1）第126回通常会員総会への提案事項について 

（2）平成30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

（3）地域・中小企業における IoT 等の活用推進に関する意見 

   ～第４次産業革命への対応に向けて～（案）について 

（4）「豪州就労ビザ（サブクラス457）廃止・改正」の早急な改善要望について

（追認） 

（5）第126回日本商工会議所表彰（案）について 

報告事項 

（1）第11回日韓商工会議所首脳会議の結果概要について 

（2）民法（債権関係）改正について 

（3）夏季政策懇談会の結果概要について 

（4）世界商工会議所大会シドニー2017視察ミッションについて 

（5）重要政策課題の動向について 

(6) その他 

 

※昼食懇談会 

演題：「国土活性化に資するインフラ・プロジェクト」 

ゲストスピーカー：一般社団法人日本プロジェクト産業協議会 

副会長 中村 英夫 氏 

第668回 

９月20日 

11時30分～1

2時20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） 

（豊橋・神野会頭 

佐賀・井田会頭） 

議案 

（1）平成30年度税制改正に関する意見（案）について 

(2) 安倍改造内閣に望むについて（追認） 

報告事項 

（1）日本労働組合総連合会との懇談会の結果概要について 

（2）無期転換ルールの円滑な導入に向けた取組に関する要請について 

（3）重要政策課題の動向について 

（4）専門職大学設置基準案への意見について 

（5）日本商工会議所青年部の活動について 

(6) その他 

第669回 

10月19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） 

（和歌山・片山会頭 

下関・川上会頭） 

報告事項 

（1）「民法改正 取引はどうなる？」パンフレットについて 

（2）重要政策課題の動向について 

（3）第55回日豪経済合同委員会会議の概要報告について 

（4）全国商工会議所女性会連合会の活動について 

（5）その他 

 

※昼食懇談会 

演題：「中小企業における健康経営の取り組みについて」 

ゲストスピーカー：自治医科大学 客員教授 

内閣府経済財政諮問会議 専門委員 古井 祐司 氏
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第670回 

11月16日 

12時50分～ 

13時30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） 

（富山・髙木会頭 

高知・青木会頭） 

議案 

（1）「エネルギー基本計画」の見直しに対する意見（案）について 

（2）今後の外国人材の受け入れのあり方に関する意見（案）について 

（3）小規模企業振興対策予算の拡充に関する意見・要望（案）について 

（4）第４次安倍内閣に望む（追認）について 

（5）11カ国による TPP の早期実現を求める（追認）について 

（6）原価計算初級試験の創設（案）について 

（7）「豪州就労ビザ（サブクラス457）廃止・改正」に関する再度の改善要望（追

認）について 

報告事項 

（1）「全国商工会議所観光振興大会2017 in 前橋」の開催結果について 

（2）「梶山地方創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）第３期教育振興基本計画の策定に対するパブリックコメントについて 

（4）その他 

 

※昼食懇談会 

演題：「中小規模建設現場のＩｏＴによる改革」 

ゲストスピーカー：株式会社小松製作所 執行役員 

           スマートコンストラクション推進本部 

本部長 四家 千佳 氏 

第671回 

12月21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） 

（福島・渡邊会頭 

宇都宮・関口会頭）

報告事項 

（1）合同訪中団の結果概要について 

（2）平成30年度税制改正の概要について 

（3）「茂木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 

（4）事業主拠出金の料率引き上げについて 

（5）「商工会議所環境アクションプラン」の策定について 

（6）「明治150年」関連事業等について 

（7）中小企業海外展開事例集「ヒラケ、セカイ２」について 

(8) 重要政策課題の動向について 

(9) 改正労働契約法における無期転換ルール等への対応および規程準則集の改

訂について 

(10) 商工会議所の組織・財政等の現状（速報版）について 

(11) その他 

 

※昼食懇談会 

演題:「最近の東アジア情勢と日本の危機管理」  

ゲストスピーカー: 内閣官房国家安全保障局 顧問 

      丸紅株式会社 顧問 番匠 幸一郎 氏 

第672回 

2018年 

１月18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） 

（盛岡・谷村会頭 

水戸・大久保会頭）

議案 

（1）平成29年度一般会計収支補正予算（案）について 

報告事項 

○特許料金の一律半額制度の導入について 

（1）「野田総務大臣と日本商工会議所との懇談会」結果概要について 

（2）重要政策課題の動向について 

（3）その他 

 

※昼食懇談会 

演題：「2018年の日本経済の展望について」 

ゲストスピーカー：株式会社三井住友銀行 

チーフ・エコノミスト 西岡 純子 氏 
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第673回 

２月15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） 

（青森・若井会頭 

前橋・曽我会頭） 

議案 

（1）東日本大震災からの確実な復興・創生に向けた要望（案）について 

（2）第127回日本商工会議所表彰（案）について 

報告事項 

（1）訪インド・スリランカ経済ミッション結果概要について 

（2）重要政策課題の動向について 

（3）「中小企業の生産性向上等に資するクラウド会計等の導入・活用支援」およ

び「中小企業の海外展開時の危機対策支援」について 

（4）日豪経済委員会主催 マルコム・ターンブル オーストラリア首相歓迎昼

食会について 

（5）その他 

 

※昼食懇談会 

演題：「自動運転技術による地域活性化について」  

ゲストスピーカー：東京大学大学院 新領域創成科学研究科 

人間環境学専攻 教授 鎌田 実 氏 

第674回 

３月15日 

11時～ 

11時50分 

帝国ホテル 

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 

津・岡本会頭） 

議案 

（1）第127回通常会員総会への提案事項について 

（2）知的財産政策に関する意見（案）について 

（3）2018年度生産性革命・人づくり革命・地方創生の実現に向けた規制・制度

改革の意見（案）について 

(4) 2017年度小規模事業者販路開拓支援事業特別会計収支補正予算（案）につ

いて 

報告事項 

（1）重要政策課題の動向について 

（2）日本商工会議所青年部（日本 YEG）の活動について 

（3）その他 

 

（4）監事会 

○日 時 ７月 19日（水）10時 45 分～11時 50 分 

○場 所 帝国ホテル 本館４階 楠の間 

○出席者 ６名 

○内 容 2016 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３名により監査が行われた。 

 

（5）委員会 

期 日 委 員 会 名 出席者数 議 題 ・ 講 師 等 

４月19日 第２回観光・第６回地

域活性化・第４回情報

化合同委員会 

177名 （1）「気仙沼観光推進機構（気仙沼 DMO）」への参画を通じた観光振興

の取り組みについて 

      気仙沼商工会議所 会頭 菅原 昭彦 氏

（2）観光立国実現に向けた隘路打開への取り組みについて（案） 

観光委員会 共同委員長 須田 寬 氏

（3）中心市街地活性化に向けた取り組みについて 

     経済産業省 中心市街地活性化室長 栗田 豊滋 氏

（4）富良野商工会議所における中心市街地活性化の取り組みについて

      富良野商工会議所 副会頭 西本 伸顕 氏

（5）中堅・中小製造業向けＩｏＴツールと導入支援について 

     株式会社三菱総合研究所 ものづくり革新事業センター

 主任研究員 シニアプロデューサー 大川 真史 氏

（6）町工場でも成果の出るＩｏＴ～昭和の機械も接続～ 

旭鉄工株式会社 代表取締役社長 木村 哲也 氏

（7）その他 
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４月19日 第５回中小企業・第７

回地域活性化・第６回

運営合同委員会 

144名 （1）ローカル10,000プロジェクトについて 

総務省 自治行政局 地域力創造グループ

地域政策課長 松田 浩樹 氏

（2）秩父商工会議所のローカル10,000プロジェクトの取り組み事例に

ついて 

  秩父商工会議所 中小企業支援課長 黒澤 元国 氏

（3）YEG における地域起業人材育成支援「ジュニアエコノミーカレッ

ジ」の取り組みについて 

      会津若松商工会議所青年部 会 長 小川 伸幸 氏

            〃      副会長 大堀  満 氏

      NPO 法人ジュニアエコノミーカレッジ

理事長 吉川 哲也 氏

(4)「自然災害に係る被災中小企業・小規模事業者対策のあり方研究

会報告書」の概要について 

中小企業庁 事業環境部 経営安定対策室長 松本 康男 氏

(5) BCP ワークショップ開催のご支援等について 

東京海上日動火災保険株式会社 広域法人部法人第一課

課長代理 後藤 英二 氏

(6) 叙勲制度の見直しについて 

(7) 夏祭りに向けたご提案ほか 

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

(8)その他 

４月20日 第８回地域活性化・第

１回教育・第７回運

営・第２回広報特別合

同委員会 

125名 （1）農商工連携、６次産業化の促進に関する支援策について 

①農商工連携促進事業について 

中小企業庁 創業・新事業促進課長 和栗 博 氏

②農林漁業の６次産業化の推進について 

農林水産省 食料産業局 産業連携課長 高橋 仁志 氏

（2）危機への心構えと緊急時の広報対応を学ぶ 

株式会社エイレックス 取締役副社長 

チーフ・トレーナー 平野 日出木 氏

（3）コンプライアンスの徹底について 

（4）商工会議所キャリア教育活動白書 VOL.3～未来に向けたインター

ンシップの在り方について～の発行について 

（5）検定事業推進に向けた今後の取り組みについて 

（6）その他 

６月14日 第５回産業経済・第６

回中小企業・第４回労

働合同委員会 

123名 （1）松浦商工会議所×マネーフォワード 業務提携事業による取組紹

介について 

松浦商工会議所 会頭 髙橋 博之 氏 

 〃     中小企業相談所 経営指導員 吉田 卓也 氏

（2）中小企業の生産性向上に向けた FinTech の活用に関する意見（案）

について 

（3）「働き方改革実行計画」に対する日本・東京商工会議所の考え方

について（追認） 

（4）重要政策課題の動向について 

（5）その他 
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７月20日 第７回中小企業・第９

回地域活性化・第５回

労働・第５回情報化・

第５回エネルギー・環

境・第８回運営合同委

員会 

159名 （1）参加メリット満載のザ・ビジネスモールについて 

   ～製造業支援「BMファクトリー」新設でさらに魅力アップ～

大阪商工会議所 専務理事 宮城 勉 氏

（2）2030年のエネルギーミックス実現に向けた取り組みについて 

電気事業連合会 副会長 廣江 譲 氏

（3）商工会議所主導によるまちづくりの取り組み等について 

八王子商工会議所 会頭 田辺 隆一郎 氏

（4）平成30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 

（5）地域・中小企業における IoT 等の活用推進に関する意見 

       ～第４次産業革命への対応に向けて～（案）について

（6）中小企業・小規模事業者人手不足対応ガイドラインについて 

（7）平成28年度事業報告（案）および平成28年度収支決算（案）につ

いて 

(8) その他 

９月19日 第６回産業経済・第４

回税制・第６回労働・

第６回エネルギー・環

境・第２回教育合同委

員会 

141名 （1）高レベル放射性廃棄物最終処分に向けて ～科学的特性マップの

提示と今後の取組～ 

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

（2）野田商工会議所におけるキャリア教育活動について 

野田商工会議所 専務理事 山本 和也 氏 

    〃   中小企業相談所 経営指導員 牧 敬太 氏

（3）専門職大学設置基準案への意見について 

（4）プロフェッショナル人材戦略事業の現状と今後の展開について 

内閣官房まち・ひと・しごと創生本部 

事務局参事官 佐合 達矢 氏 

（5）重要政策課題の動向について 

（6）平成30年度税制改正に関する意見（案）について 

(7)その他 

９月19日 第１回国際経済・第８

回中小企業・第６回情

報化・第９回運営合同

委員会 

131名 （1）ハラール対応で進めるインバウンド観光客が増える地域づくりに

ついて 

ハラールメディアジャパン株式会社 

代表取締役 守護 彰浩 氏

（2）唐津商工会議所中期計画2017-2020について 

唐津商工会議所 専務理事 山下 正美 氏

（3）決済事務の効率化、企業の生産性向上に向けた金融ＥＤＩの利活

用について 

一般社団法人全国銀行協会 事務・決済システム部

次長 高倉 裕一 氏

（4）サイバーセキュリティの現状と中小企業における対策のポイン

ト 

内閣サイバーセキュリティセンター 

内閣参事官 吉田 恭子 氏 

(5)その他 

９月20日 第７回産業経済・第３

回観光・第９回中小企

業・第10回地域活性化

合同委員会 

140名 （1）ONSEN・ガストロノミーツーリズムを通じた観光振興の取り組み

について 

  一般社団法人 ONSEN・ガストロノミーツーリズム推進機構

専務理事 小川 正人 氏

（2）平成30年度政府予算案概算要求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 総務課長 伊吹 英明 氏

（3）地域未来投資促進法について 

経済産業省 地域経済産業グループ 

地域未来投資促進室長 田岡 卓晃 氏

（4）民法改正の概要について 

法務省 大臣官房 審議官 筒井 健夫 氏

(5)その他 
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10月18日 第11回地域活性化・第

７回情報化・第２回国

民生活・第10回運営合

同委員会 

137名 （1）AI・機械学習で変わる中小企業の現場 

グーグル・クラウド・ジャパン合同会社 

Google Cloud 事業本部長 伊田 聡輔 氏

（2）商工会議所活動の見える化について 

静岡商工会議所 専務理事 大場 知明 氏

（3）JAとの連携による６次産業化の取組みについて 

霧島商工会議所 専務理事 山口 剛 氏

（4）「働く人の健康づくりの推進」の取り組みについて 

蒲郡商工会議所 会頭 小池 高弘 氏

（5）コンプライアンスの徹底について 

（6）その他 

10月18日 第８回産業経済・第10

回中小企業・第７回エ

ネルギー・環境合同委

員会 

121名 （1）「経営者保証に関するガイドライン」の取り組み状況について 

金融庁 監督局 総務課 監督調査室長 石川 靖 氏

（2）安城商工会議所における経営発達支援事業の取り組みについて 

安城商工会議所 専務理事 岩瀬 英行 氏 

  〃    事務局長・中小企業相談所長 岩井 初幸 氏

（3）環境ビジネスの先進事例と成功要因について 

環境省 大臣官房 環境計画課長 秦 康之 氏

（4）重要政策課題の動向について 

（5）その他 

10月19日 第４回観光・第７回労

働合同委員会 

113名 （1）訪日インバウンドビジネスについて 

株式会社ジェイティービー 

取締役・訪日インバウンドビジネス推進部長 坪井 泰博 氏

（2）働き方改革関連法案の概要とそれへの対応 

株式会社日本総合研究所 理事 山田 久 氏

（3）その他 

11月15日 第５回税制・第３回教

育・第３回広報特別合

同委員会 

137名 （1）刈谷商工会議所の事業活動と効果的なマスコミ活用術について 

刈谷商工会議所 事務局長 加藤 善弘 氏

（2）平成30年度国土交通省税制改正要望について 

国土交通省 土地・建設産業局 不動産市場整備課 

課長 横山 征成 氏

（3）平成30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 菊川 人吾 氏

（4）弘前商工会議所におけるキャリア教育活動について 

弘前商工会議所 常務理事  土岐 俊二 氏 

〃    経営支援課 主事 高木 和真 氏

（5）第３期教育振興基本計画の策定に向けたこれまでの審議経過につ

いて 

文部科学省 生涯学習政策局 政策課 

教育改革推進室長 内田 広之 氏

（6）第３期教育振興基本計画の策定に対するパブリックコメントにつ

いて 

(7)その他 

11月15日 第９回産業経済・第11

回中小企業・第８回エ

ネルギー･環境・第11

回運営合同委員会 

119名 （1）信用補完制度の見直しについて 

中小企業庁 事業環境部 金融課長 小林 浩史 氏

（2）静岡県中小企業・小規模企業振興基本条例の制定などに向けた要

望活動について 

三島商工会議所 専務理事 坪内 祐一 氏

      静岡県商工会議所連合会 係長 高橋 剛 氏

（3）小規模企業振興対策予算の拡充に関する意見・要望（案）につい

て 

（4）重要政策課題の動向について 

（5）日本経済を育てた原価計算 

NPO 法人ベトナム簿記普及推進協議会 

理事長（元国税庁長官） 大武 健一郎 氏

（6）原価計算初級試験の創設（案）について 

(7) 「エネルギー基本計画」の見直しに対する意見（案）について

(8) その他 
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11月16日 第２回国際経済・第12

回地域活性化・第８回

労働合同委員会 

128名 (1) 官民連携による駅周辺の再整備について 

      日向商工会議所 専務理事 黒木 正一 氏

(2) 受入研修・専門家派遣を活用した海外中核人材育成について 

一般財団法人海外産業人材育成協会（AOTS） 

派遣業務部 派遣業務グループ長 窪田 真也 氏

(3) Web マッチングサイト J-GoodTech のご案内 

独立行政法人中小企業基盤整備機構 

販路支援部参事（マッチング事業統括） 樋口 光生 氏

(4) 今後の外国人材の受け入れのあり方に関する意見（案）について

(5)その他 

12月20日 第10回産業経済・第３

回国際経済・第５回観

光・第６回税制合同委

員会 

141名 （1）平成30年度税制改正の概要について 

中小企業庁 事業環境部 財務課長 菊川 人吾 氏

（2）貿易保険を活用した海外事業リスク低減対策の実例 

株式会社日本貿易保険 代表取締役社長 板東 一彦 氏

（3）観光新時代の今、持続的な地域づくりを 

じゃらんリサーチセンター センター長 沢登 次彦 氏

（4）重要政策課題の動向について 

（5）その他 

12月20日 第９回エネルギー･環

境・第３回国民生活・

第12回運営合同委員会

132名 （1）これからの地球温暖化対策の進むべき方向 

経済産業省 産業技術環境局 審議官 岸本 道弘 氏

（2）「商工会議所環境アクションプラン」の策定について 

（3）三島商工会議所における健康経営の取組事例について 

三島商工会議所 総務課長 金井 雅彦 氏

（4）商工会議所向け保険制度について 

東京海上日動火災保険株式会社 広域法人部 

部長兼法人第一課長 武内 健 氏

（5）平成30年度日本商工会議所事業計画（たたき台）について 

(6) 改正労働契約法における無期転換ルール等への対応および規程

準則集の改訂について 

(7)その他 

12月21日 第12回中小企業・第８

回情報化合同委員会 

137名 （1）日本版 GPS『みちびき』のビジネス利用の可能性 

内閣府宇宙開発戦略推進事務局 

参事官・準天頂衛星システム戦略室長 滝澤 豪 氏

    一般財団法人 日本情報経済社会推進協会（JIPDEC）

常務理事 坂下 哲也 氏

（2）中小企業相談所の生産性向上に向けた桑名市・三重県よろず支援

拠点との連携による経営支援およびモバイル POS レジの活用に

ついて 

桑名商工会議所 専務理事 森下 充英 氏

（3）金融機関や関係団体などオール川崎の連携で中小企業の成長支援

を ～川崎信用金庫との連携による経営支援～ 

川崎商工会議所 専務理事 小泉 幸洋 氏 

〃    中小企業振興部 部長 中野 雅之 氏

（4）その他 
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2018年 

１月17日 

第６回観光・第13回地

域活性化・第７回税

制・第10回エネルギー･

環境合同委員会 

172名 （1）平成30年度税制改正（国税）について 

財務省 主税局税制第一課 主税企画官 大沢 元一 氏

（2）平成30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 川窪 俊広 氏

（3）ビッグデータを活用した観光マーケティングについて 

     株式会社ナビタイムジャパン インバウンド事業部 

部長 藤澤 政志 氏

（4）全国おいしい食べきり運動と同ネットワーク協議会の活動につい

て 

ジャーナリスト・環境カウンセラー 崎田 裕子 氏

（全国おいしい食べきり運動ネットワーク協議会 会長）

（5）容器包装のリサイクルってどうなってるの？ 

公益財団法人 日本容器包装リサイクル協会 

常務理事・事務局長 栗原 博 氏

(6) 東京オリンピック・パラリンピック「都市鉱山からつくる！みん

なのメダルプロジェクト」について 

(7)その他 

１月17日 

 

第11回産業経済・第４

回国際経済・第14回地

域活性化・第９回労

働・第13回運営合同委

員会 

155名 （1）成長戦略における外国人材の活用について 

経済産業省 貿易経済協力局 

審議官（貿易経済協力局・海外戦略担当） 小林 一久 氏

   株式会社コスモテック 代表取締役 高見澤 友伸 氏

（立川商工会議所工業部会常任委員）

（2）地域資源を活用した取り組みについて 

橋本商工会議所 中小企業相談所長 豊澤 康範 氏

（3）重要政策課題の動向について 

（4）商工会議所 LOBO（早期景気観測）調査に係る協力金について 

（5）平成29年度一般会計収支補正予算（案）について 

（6）コンプライアンスの徹底について 

(7)その他 

１月18日 第13回中小企業・第４

回教育合同委員会 

137名 （1）専門職大学制度の創設について 

文部科学省 高等教育局 大学改革官 澁谷 秀行 氏

（2）平成29年度政府補正予算案および平成30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 総務課長 伊吹 英明 氏

（3）東信３商工会議所広域連携による事業承継支援事業について 

～東信ビジネスリレーセンター～ 

上田商工会議所 専務理事 金子 義幸 氏 

      〃    中小企業相談所長 藤田 尚男 氏

（4）平成30年度「消費税軽減税率対応窓口相談等事業」について 

（5）その他 

２月14日 第12回産業経済・第10

回労働・第９回情報化

合同委員会 

140名 （1）女性活躍の現状と施策について～女性活躍推進法を中心に～ 

厚生労働省 雇用環境・均等局 

雇用機会均等課長 堀井 奈津子 氏

（2）最新のテレワークで取り組む地方創生 

株式会社ダンクソフト 代表取締役 星野 晃一郎 氏

（3）ネットでもっと販路拡大！「おもてなしギフトショップ」による

地域産品等の販路拡大支援 

ヤフー株式会社 

おもてなしギフトプロデューサー 小澤 富士男 氏

（4）重要政策課題の動向について 

（5）働き方改革関連施策に関する調査結果について 

（6）その他 
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２月14日 第13回産業経済・第14

回中小企業・第11回エ

ネルギー･環境・第14

回運営合同委員会 

135名 （1）『知恵で拓くｅｃｏ経営～無理なく、無駄・ムラなくして経営力

向上～』(第４期京商・環境行動計画)について 

京都商工会議所 産業振興部 次長 中川 雅貴 氏

（2）経営指導員の OJT 指導に向けた福井県内のスーパーバイザー（S

V）事業について 

福井商工会議所 専務理事 宮﨑 和彦 氏 

   〃    中小企業総合支援センター 

所長 小林 悟志 氏

（3）経営指導員の資質向上の取組と伴走型支援事例について 

桐生商工会議所 専務理事 石原 雄二 氏 

〃    中小企業相談所 

経営指導員 清水 純一 氏

（4）最近の経済・物価情勢と金融政策 

日本銀行 企画局 企画役 吉村 研太郎 氏 

〃  政策委員会室 企画役 有泉 池秋 氏

（5）設備投資に係る新たな固定資産税特例について 

中小企業庁 事業環境部 財務課長 菊川 人吾 氏

(6)「中小企業の生産性向上等に資するクラウド会計等の導入・活用

支援」および「中小企業の海外展開時の危機対策支援」について

(7) その他 

２月15日 第７回観光・第15回地

域活性化合同委員会 

127名 （1）日本の観光政策と人材育成 

観光庁 観光産業課 観光人材政策室 

参事官 田村 寿浩 氏

（2）各地における東京2020大会に向けた取り組みについて 

トヨタ自動車株式会社 

オリンピック・パラリンピック部 

副部長 （経済界協議会担当） 上田 裕之 氏

（3）「買活６億円プロジェクト」について 

氷見商工会議所 専務理事 京田 賢 氏

（4）その他 

３月14日 第14回産業経済・第10

回情報化・第15回運営

合同委員会 

148名 （1）平成30年度中小製造業に対する支援施策について 

経済産業省 製造産業局 

参事官（デジタル担当） 徳増 伸二 氏

（2）IoT 活用で変わる中小企業のものづくりについて 

大阪商工会議所 専務理事 宮城 勉 氏 

      〃     経済産業部 

産業・技術振興担当課長 土居 英司 氏

（3）CLT 等を活用した商工会議所会館の木造・木質化の可能性につい

て 

一般社団法人 日本 CLT 協会 開発技術部 

部長 坂部 芳平 氏

      飯能商工会議所 専務理事 木崎 幸長 氏

（4）重要政策課題の動向について 

（5）知的財産政策に関する意見（案）について 

（6）2018年度生産性革命･人づくり革命･地方創生の実現に向けた規

制･制度改革の意見（案）について 

（7）2018年度事業計画（案）ならびに収支予算（案）について 

(8) 2017年度小規模事業者販路開拓支援事業特別会計収支補正予算

（案）について 

(9) その他 
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３月14日 第15回中小企業・第16

回地域活性化・第12回

エネルギー･環境合同

委員会 

153名 （1）鳥取 YEG による「星取県」の取り組みについて 

鳥取商工会議所    専務理事 大谷 芳徳 氏

      鳥取商工会議所青年部 直前会長 牧浦 健泰 氏

（2）民間の創意工夫に基づく持続可能なまちづくりについて 

和歌山大学 副学長 足立 基浩 氏（まちづくり TF座長）

（3）国の小規模事業者政策について 

中小企業庁 経営支援部 

小規模企業振興課長 西垣 淳子 氏

（4）人材を切らずに電気を切る 

～社長が決意！全従業員の前で「省エネ宣言」～ 

株式会社栄光製作所 代表取締役 勅使河原 覚 氏

（5）GS1事業者コード更新手続きのネット申請導入について 

一般財団法人 流通システム開発センター 

理事 西山 智章 氏

（6）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20日 第２回広報特別合同

委員会 

125名 危機への心構えと緊急時の広報対応を学ぶ 

株式会社エイレックス 取締役副社長

チーフ・トレーナー 平野 日出木 氏

６月９日～

14日 

第２回信用基金管理

特別委員会 

25名 

（書面表

決） 

平成28年度保証事業等事業報告書（案）について 

平成28年度信用基金特別会計収支計算書（案）について 

7月19日 第２回表彰特別委員

会 

13名 ○ 第126回日本商工会議所表彰（案）について 

－特別功労者表彰 

－役員・議員表彰、職員表彰 

－連名による役員等の表彰 

－商工会議所表彰（マル経資金関係、検定事業、事業活動） 

11月15日 第３回広報特別合同

委員会 

137名 刈谷商工会議所の事業活動と効果的なマスコミ活用術について 

刈谷商工会議所 事務局長 加藤 善弘 氏

2018年 

2月14日 

第３回表彰特別委員

会 

14名 ○ 第127回日本商工会議所表彰（案）について 

－特別功労者表彰 

－役員・議員表彰、職員表彰 

－連名による役員等の表彰 

－商工会議所表彰（組織強化(会員増強)、組織強化 (高組織率)、

財政基盤強化、事業活動表彰） 

３月１日～

９日 

第３回信用基金管理

特別委員会 

25名 

（書面表

決） 

平成30年度保証事業等事業計画（案）について 

平成28年度信用基金特別会計収支予算（案）について 
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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26日 第１回まちづくり・農

林水産資源活用専門

委員会 

25名 (1) 講演「コンパクトなまちづくりに向けた現状と課題について」

国土交通省 都市局 都市計画課長  宇野 善昌 氏

(2) 講演「地域ブランド戦略のあり方について」 

東北大学大学院 環境科学研究科 教授 香坂 玲 氏

(3) 事務局報告 

平成29年度における「まちづくり・農林水産資源活用専門委員会」

の取組み等について 

(4) 意見交換 

(5) その他 

５月９日 第１回労働専門委員

会 

44名 (1) 講演「働き方改革実行計画」について 

厚生労働審議官 岡崎 淳一 氏 

付議事項 『「働き方改革実行計画」に対する日本・東京商工会議

所の考え方（案）』について 

意見交換 

報告事項 ・労働政策審議会について  

・２０１８年２月２１日働き方改革フォーラム開催のご案内 

・２０１７年６月２０日労働セミナー開催のご案内 

５月９日 第１回社会保障専門

委員会 

25名 講演 「日本より幸せなアメリカの下流老人～日米老後格差」 

ジャーナリスト  矢部 武 氏

報告 「社会保障制度改革の現状」 

議事 「活動・運営方針（案）」 

５月16日 第２回税制専門委員

会 

19名 (1) 講演「土地に係る固定資産税の概要」 

国土交通省 土地・建設産業局  

不動産市場整備課長 大澤 一夫 氏

(2) 協議 

・平成30年度税制改正に関する意見について（論点整理） 

・平成30年度税制改正等に関するアンケート調査（案） 

・事業承継に関する実態調査（税制部分たたき台） 

(3) その他 

５月16日 第１回女性等活躍推

進専門委員会 

52名 (1) 講演「外国人労働者の現状と機構の役割」について  

外国人技能実習機構 総務部長 高橋 秀誠 氏

(2) 報告「働き方改革実現会議」および「外国人材の受け入れのあ

り方に関するワーキング」の活動ついて 

(3) 意見交換 

              テーマ：外国人材の受け入れのあり方について

(4) その他 

(5) 委員長・共同委員長 総括 

５月24日 第１回中小企業経営

専門委員会 

15名 (1) 第30期中小企業経営専門委員会の進め方について 

(2)「前橋発起業家 事業と社会貢献」 

        株式会社ジンズ 代表取締役社長 田中 仁 氏

(3) 中小企業・小規模事業者の生産性向上に向けた FinTech の活用

に関する意見（案）」について 

(4)「平成30年度中小企業・地域活性化施策に関する意見・要望（骨

子案）」について 

６月７日 第２回中小企業輸出

投資専門委員会・東商

国際経済委員会 

33名 (1) 調査・研究テーマについて 

(2) 講演 

  「海外進出後の実体験～成功と課題～」 

       株式会社板通 代表取締役社長 板橋 信行 氏 

                 （足利商工会議所 常議員）

     東亜工業株式会社 代表取締役社長 飯塚 慎一 氏 

                 （太田商工会議所 副会頭）

      株式会社龍角散 代表取締役社長 藤井 隆太 氏 

                  （東京商工会議所 議員）
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６月14日  第１回貿易関係証明

専門委員会 

20名 (1) 非特恵原産地証明書の発給迅速化・電子化について 

(2) その他 

６月14日 第３回税制専門委員

会 

19名 (1) 講演「事業承継対策の現状と課題」 

筑波大学 名誉教授 品川 芳宣 氏

(2) 協議 

平成30年度税制改正に関する意見（素案）について 

(3) その他 

※移動常議員会にあわせて、鹿児島市で開催。 

６月21日 第２回観光専門委員

会 

21名 (1) 講演「観光ビジョン実現プログラム2017」について 

観光庁次長 蝦名 邦晴 氏

(2) 意見書「観光立国実現に向けた隘路打開への取り組みについて」

の石井国土交通大臣・田村観光庁長官への手交結果について 

(3) 地域インバウンド推進ワーキンググループにおける検討状況に

ついて 

(4)「全国商工会議所観光振興大会2017 in 前橋」の準備状況につい

て 

(5) 商工会議所における観光振興の取り組みに関する調査の実施に

ついて 

(6) その他 

６月27日 第２回中小企業経営

専門委員会 

21名 (1)「日本でいちばん大切にしたい会社大賞審査基準に学ぶこれから

の企業経営」 

            法政大学大学院教授 坂本 光司 氏

(2)「平成30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 

(3) 手形・小切手の電子化の検討に向けた対応について 

７月10日 第２回知的財産専門

委員会 

10名 (1) 講演「『知的財産推進計画2017』の説明ならびに知財政策に関す

る意見交換について」 

 内閣府 知的財産戦略推進事務局 事務局長 住田 孝之 氏、

 総括参事官 小野寺 修 氏 

※東京商工会議所知的財産戦略委員会との合同開催 

７月14日 第２回労働専門委員

会 

44名 講演:「最低賃金制度について」 

厚生労働省 大臣官房審議官（労災、賃金担当） 井上 誠氏 

報告:中央最低賃金審議会 審議状況について 

意見交換: 

・地方最低賃金審議会委員より各地の最低賃金引上げの影響や審議

状況について 

・自由意見交換 

総括 

その他、事務局連絡 

７月28日 第２回規制・制度改革

専門委員会 

17名 講演「規制改革実施計画について」              

 内閣府 規制改革推進室 次長 窪田 修 氏 

講演「行政手続簡素化に関する各省庁の基本計画について」   

    内閣府 規制改革推進室 参事官 石崎 隆 氏 

講演「特区等を活用した神戸医療産業都市における取組みと今後の

展開について」  

神戸市 医療・新産業本部 医療産業都市部長 三重野 雅文 氏
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８月１日 第２回社会資本整備

専門委員会 

16名 (1) 事務局説明 

 ①政府動向 

 ②東日本大震災、熊本地震における物流機能 

 ③タスクフォース設置の報告 

(2) 講演「災害時における物流のあり方について」 

株式会社 日通総合研究所 専務取締役 田阪 幹雄 氏 

（3）講演「PPP/PFI 推進アクションプラン（平成29年改訂版）につい

て」 

内閣府 民間資金等活用事業推進室（PFI 推進室） 参事官 坂本

 慶介 氏 

(4) 意見交換 

(5) その他 

８月２日 第２回社会保障専門

委員会 

24名 講演「社会保障改革の現状と財源確保の行方」 

慶應義塾大学 経済学部 教授  土居 丈朗 氏 

意見交換 

報告 「社会保障審議会における審議状況」 

９月１日 第４回税制専門委員

会 

16名 (1) 講演 

「平成30年度税制改正に関する経済産業省要望について」 

中小企業庁 事業環境部 財務課長 菊川 人吾氏 

(2) 協議 

平成30年度税制改正に関する意見（案）について 

(3) その他 

９月１日 第２回まちづくり・農

林水産資源活用専門

委員会（於：宇都宮）

16名 (1) 講演「青梅・奥多摩における農林水産資源活用の取り組みにつ

いて」 

青梅商工会議所  会頭 小澤 順一郎 氏 

(2) 事務局報告 

 ①農林漁業・商工業５団体の連携協定について 

 ②実態調査の中間報告について 

 ③タスクフォースの今後の活動について 

 ④ビッグデータを活用した地域経済の分析について 

(3) 意見交換 

(4) その他 

９月１日 第２回女性等活躍推

進専門委員会 

47名 講演 「外国人材に係る在留資格制度について」 

法務省 入国管理局 総務課企画室 補佐官  伊藤 純史 氏

討議 「今後の外国人材の受け入れのあり方に関する意見（案）」に

ついて 

９月４日 第３回労働専門委員

会 

42名 講演「時間外労働の上限規制に関する法案について」 

厚生労働省 労働基準局 労働条件政策課長  藤枝 茂 氏 

講演「同一労働同一賃金に関する法案について」 

厚生労働省 雇用環境・均等局有期・短時間労働課長 松永 久氏

意見交換 

総括 

その他、事務局連絡 

９月12日 第２回 エネルギー・

環境専門委員会 

50名 (1)「エネルギー基本計画」の見直しに向けた商工会議所の対応につ

いて 

(2)「商工会議所環境アクションプラン(仮称)」の骨子について 

「省エネ・ＣＯ２削減の取組みこそ企業のイノベーションを起こす

チャンス！ 

～平成21年度から続ける立川商工会議所の取組みとは～」 

立川商工会議所 ＥＣＯイノベーション推進協議会 座長 

国立研究開発法人 産業技術総合研究所  藤本 淳 氏 

(3) その他 
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９月15日 第３回観光専門委員

会 

21名 (1)「平成29年度全国商工会議所きらり輝き観光振興大賞」二次審査

(2)「全国商工会議所観光振興大会2017 in 前橋」の準備状況につい

て 

(3)「前橋アピール（案）」について 

(4) 平成32年度以降の全国商工会議所観光振興大会の開催地選考に

ついて 

(5)「平成29年度全国商工会議所きらり輝き観光振興大賞」採点結果

について 

(6) その他 

９月28日 第２回経済法規専門

委員会 

７名 (1) 講演「法制審議会会社法制（企業統治等関係）部会における検

討状況について」 

法務省 民事局 参事官 竹林 俊憲 氏 

(2) 報告 

①会社法改正に向けた商工会議所の考え方 

②民法改正のパンフレット及び普及啓発の活動状況 

③独占禁止法の改正に向けた意見の反映状況 

10月11日 第３回中小企業輸出

投資専門委員会・東商

国際経済委員会 

33名 (1) 講演「中小企業海外展開と法律問題」 

        光和総合法律事務所 弁護士 池内 稚利 氏

(2) 事例集の進捗状況報告及び事例集完成に向けての意見交換 

10月13日 第３回中小企業経営

専門委員会 

16名 (1) 講演「渋沢栄一の世界と論語とそろばん」 

渋沢資料館 館長 井上 潤 氏 

(2) 手形・小切手の電子化の検討に対する商工会議所の考え方（案）

について     日本商工会議所事務局 

10月30日 第２回IoT活用専門委

員会 

22名 (1) 講演「Connected Industries のさらなる展開（地域・中小企業）」

経済産業省 製造産業局 参事官（デジタル担当）徳増 伸二 氏

(2) 報告「シリコンバレー視察報告」 

藤田 正樹 委員（大阪商工会議所 情報・通信部会長/ ㈱オージ

ス総研 取締役会長） 

(3) 講演「中小企業のＩｏＴ活用推進事例～ＩｏＴ、次の一手～」

松島 桂樹 学識委員（法政大学大学院客員教授） 

(4) 講演「ＩＴコーディネータの役割・取組について」 

特定非営利活動法人ＩＴコーディネータ協会 常務理事・事務局長

 太田 愛仁 氏 

(5) 報告「地域・中小企業におけるＩｏＴ等の活用推進に向けた取

り組みについて」 

   日本商工会議所事務局 

(6) 意見交換 

(7) その他 

10月31日 第３回社会保障専門

委員会 

26名 (1) 講演「製薬産業を取り巻く環境～『薬価制度の抜本改革』の論

点と課題～」 

塩野義製薬㈱ 上席執行役員 

日本製薬団体連合会 保険薬価研究委員会 委員長 

加茂谷 佳明 氏 

(2) 講演「健康保険組合の財政状況と２０２５年度に向けた医療・

医療保険制度改革について」 

健康保険組合連合会 企画部長  松本 展哉 氏 

(3) 意見交換 

(4) 報告「社会保障審議会各部会における審議状況」 

11月２日 第３回エネルギー・環

境専門委員会 

42名 (1)「エネルギー基本計画」の見直しに対する意見（案）について 

(2)「商工会議所環境アクションプラン」（案）について 

11月６日 第３回知的財産専門

委員会 

７名 (1) 講演「グローバルな知財環境の変化と中小企業支援」 

特許庁 長官 宗像 直子 氏 

※東京商工会議所知的財産戦略委員会との合同開催 

11月16日 第２回貿易関係証明

専門委員会 

15名 (1) 非特恵原産地証明書の電子化について 

(2) その他 
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12月６日 第４回労働専門委員

会 

35名 付議事項:２０１８年２月２１日「働き方フォーラム」企画案につい

て 

(1) 意見交換「社員の育成・社員の成長を促す取り組みについて」

(2) 意見交換 

・時間外労働の上限規制に関する法案、同一労働同一賃金に関す

る法案の施行日について 

・事業主拠出金について 

12月７日 第３回規制・制度改革

専門委員会 

21名 (1) 講演「徳島県における地方創生の取り組みについて～地方版規

制改革会議等を中心に～」 

    徳島県政策創造部地方創生推進局局長 手塚 俊明 氏、

同局地方創生推進課発信戦略担当係長 松本 進一 氏 

(2) 報告・意見交換 

  規制・制度改革に関するアンケート調査結果（概要）および

 規制・制度改革に関する意見（たたき台）について 

12月18日 第４回中小企業輸出

投資専門委員会・東商

国際経済委員会 

27名 (1) 講演「自社の海外ビジネスの取り組みと進出後の課題」 

   株式会社杉野ゴム化学工業所 代表取締役 杉野 行雄 氏

  株式会社ソミック石川  代表取締役会長 石川 晃三 氏

(2) 講演「海外進出後の日系企業の経営上の課題と対応」 

     独立行政法人日本貿易振興機構 ビジネス展開支援部 

                    主査 松尾 修二 氏

(3) 中小企業海外展開事例集「ヒラケ、セカイ２」について 

(4) 意見交換 

12月21日 第２回運営専門委員

会 

21名 (1) 第30期アクションプランの進捗状況について 

(2) 商工会議所法の改正について（欠格条項削除） 

(3) 今後の商工会議所のあり方について 

(4) その他 

208年 

１月30日 

第４回観光専門委員

会 

23名 (1)「平成32年度 全国商工会議所観光振興大会」開催地選考につい

て 

(2)「全国商工会議所観光振興大会2017 in 前橋」の開催報告につい

て 

(3)「全国商工会議所観光振興大会2018 in 会津若松」の準備状況に

ついて 

(4)「平成30年度 全国商工会議所きらり輝き観光振興大賞」の改編

について 

(5) 商工会議所における観光振興の取り組みに関する調査」結果に

ついて 

(6) 観光ビジョン実現プログラム2018に向けた意見書骨子項目案に

ついて 

(7) その他 

２月16日 第３回女性等活躍推

進専門委員会 

35名 (1) 講演「女性活躍の現状と施策について」 

厚生労働省 雇用環境・均等局 雇用機会均等課長 

堀井 奈津子 氏

(2) 講演「中小企業・小規模事業者人手不足対応ガイドラインの概要｣

中小企業庁 経営支援課総括課長補佐  津脇 慈子 氏

(3) 討議「女性の活躍推進に向けた意見（素案）」について 

２月19日 第４回知的財産専門

委員会 

7名 (1) 講演「特許法等の改正案の概要」 

特許庁 総務部総務課 制度審議室長 川上 敏寛 氏

(2) 議事「『知的財産推進計画2018』に向けた知財政策に関する意見

について」 

※東京商工会議所知的財産戦略委員会との合同開催 

２月20日 第４回規制・制度改革

専門委員会 

24名 (1) 講演「創業・会社経営における行政手続きの現状と課題につい

て」 

 創業手帳株式会社 代表取締役社長 大久保 幸世 氏 

(2) 報告「2017年度規制･制度改革の意見」の経過報告について 

(3) 議件「2018年度生産性革命・人づくり革命・地方創生の実現に

向けた規制・制度改革の意見」(案・仮称)について 
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２月26日 福島県エネルギー・環

境関連施設視察 

11名 視察先：  

(1) 福島空港メガソーラー  

(2) 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 福島再生可能エネル

ギー研究所 

３月１日 第３回経済法規専門

委員会 

９名 (1) 講演 「『会社法制の見直しに関する中間試案』を受けた今後の

見通しと企業への影響について」 

中央大学法科大学院 教授 

会社法検討委員会（商工会議所）座長 大杉 謙一 氏

(2) 議事  会社法改正に向けた商工会議所の意見案 

(3) 報告  経済法制に関する商工会議所の活動状況（平成29年度）

３月７日 第３回まちづくり・農

林水産資源活用専門

委会・第３回社会資本

整備専門委員会 合

同会議 

38名 (1) 民間主導のまちづくりタスクフォース報告書（案）について 

和歌山大学 副学長 足立 基浩 氏

(2) 商工会議所における農林水産資源活用の取り組みに関する報告

書（案）について 

事務局 

(3) 意見交換 

(4) その他 

３月８日 第５回税制専門委員

会 

18名 (1) 講演「平成30年度税制改正の概要と今後の課題」 

中小企業庁 事業環境部 財務課長 菊川 人吾 氏

(2) 協議 

・平成31年度税制改正に向けた税制専門委員会スケジュール 

・平成31年度税制改正に向けた主な検討課題（案）  

(3) その他 

３月９日 第４回社会保障専門

委員会 

18名 (1) 講演「ヘルスケア産業のデジタル化 

～医療・介護の生産性向上・高度化に向けた取り組み～」

㈱野村総合研究所 消費サービス・ヘルスケアコンサル

ティング部ヘルスケアコンサルティンググループ 

       グループマネージャー  田口 健太 氏

(2) 意見交換 

(3) 報告「健康経営優良法人２０１８の結果概要」 

３月22日 第５回中小企業輸出

投資専門委員会・東商

国際経済委員会 

27名 (1) １年間の活動レビュー 

（2）事例集『ヒラケ、セカイ２』完成報告 

（3）当年度および次年度活動に関する意見交換 

３月23日 第３回ＩｏＴ活用専

門委員会 

18名 (1) 講演「中小ものづくり企業とベンチャー企業との連携について」

    株式会社浜野製作所 代表取締役 浜野 慶一 氏

(2) 事例発表「『ものづくり指南塾』の取り組みについて」 

      「旭化成のＩｏＴ活用の取り組みについて」 

   梶  徹也 委員（前橋商工会議所議員／旭化成㈱代表取締役）

(3) 報告「ＩｏＴ事例集動画について」 

日進工業㈱／碧南商工会議所副会頭企業 

     日本商工会議所事務局 

(4) 講演「米中デジタル革命最前線」 

    日本経済新聞社 編集局 コメンテーター 中山 淳史 氏

(5) 講演「デジタル時代の企業戦略」 

     岩本 敏男 委員長（㈱ＮＴＴデータ 代表取締役社長）

(6) 意見交換 

(7) その他 

３月26日 第５回観光専門委員

会 

20名 (1) 審議「観光振興に関する意見書（案）」について 

(2)「全国商工会議所観光振興大会2018in 会津若松」の準備状況につ

いて 

(3)「平成30年度 全国商工会議所きらり輝き観光振興大賞」の実施

について 

(4)「平成30年度 観光連絡担当研修会」の実施について 

(5) 平成30年度の活動予定について 

(6) その他 

 

 

－102－



－53－ 

 

（8）総合政策委員会 

期 日 委員会名 出席者数 議 題 ・ 講 師 等 

６月５日 

 

第２回総合政策委員

会 

52名 (1) 「地方創生と JAグループの取り組みについて」 

全国農業協同組合中央会 専務理事 比嘉 政浩 氏

（2）「浜松農商工連携研究会の取り組みについて」 

  浜松商工会議所 理事・産業振興部長 杢屋 英夫 氏

（3）農商工連携の強化に向けた意見交換 

７月25日 第3回総合政策委員会 66名 (1) 「観光立国を目指して」 

公益社団法人日本観光振興協会 理事長 久保 成人 氏

（2）「広域連携で観光振興 －観光・インバウンドの取り組み－」 

米子商工会議所 総務企画課 小田原 凛 氏

（3）観光振興による地域の所得向上に向けた意見交換   

11月27日 第4回総合政策委員会 62名 (1)「飯田航空宇宙プロジェクトの取り組み」 

  （公益財団法人）南信州・飯田産業センター 

  飯田航空宇宙プロジェクトマネージャー 松島  信雄 氏

（2）「イノベーションが起こる地域社会創造を目指して 

～求められる共創の場づくり～」 

  飯田市長 牧野 光朗 氏

2018年 

２月27日 

第5回総合政策委員会 57名 (1)「社会保障制度改革の現状と課題」 

    株式会社大和総研 政策調査部長 鈴木  準 氏

（2）「マイナンバーカード」の取得促進および災害時の対応機能強化

に関する要請（案）について 

（3）「商工会議所発！地方創生」（地方創生好事例集）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 

477 ４月20日 14名 観光立国実現に向けた隘路打開への取り組みについて（案）、ほか 

478 ６月15日 11名 「働き方改革実行計画」に対する日本・東京商工会議所の考え方について（追認）、

ほか 

479 ７月20日 13名 平成30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

480 ９月20日 13名 第126回通常会員総会における会頭挨拶について、ほか 

481 10月19日 15名 第４次安倍内閣に望む（素案）について、ほか 

482 11月16日 12名 「エネルギー基本計画」の見直しに対する意見（案）について、ほか 

483 12月21日 14名 平成30年度日本商工会議所事業計画（たたき台）について、ほか 

484 １月18日 14名 平成29年度一般会計収支補正予算（案）について、ほか 

485 ２月15日 12名 東日本大震災からの確実な復興・創生に向けた要望（案）について、ほか 

486 ３月14日 14名 第127回通常会員総会における会頭挨拶について、ほか 

 

 

（10）その他の会議 

①山本農林水産大臣と日本商工会議所との懇談会 

○期 日 ４月 19 日  ○場 所 帝国ホテル 本館３階「雅の間」 

○出席者 27 名 

○内 容 （1）開  会 

（2）三村日本商工会議所会頭挨拶 
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（3）山本農林水産大臣挨拶 

（4）日本商工会議所側発言 

（5）自由懇談 

（6）閉  会 

 

②第 71回全国商工会議所専務理事・事務局長会議 

○期 日 ５月 18 日～19日  ○場 所 ホテルグランヴィア和歌山、和歌山県ＪＡビル 

○出席者 408 名 

○内 容 「地域の『未来を拓く』商工会議所の機能強化について」 

・５月 18日 

（1）開会挨拶 

（2）挨拶・基調講演 

（3）講演「『働き方改革』の方向性と中小企業支援について」 

      厚生労働省 職業安定局 派遣・有期労働対策部企画課 

       雇用支援企画官 河村 のり子 氏 

・５月 19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）特別講演「製造業から創造業へ～愛と創造と氣で挑む～」 

株式会社島精機製作所 代表取締役社長 島 正博 氏 

（6）2025 年国際博覧会の概要とＰＲ 

（7）第 72回全国商工会議所専務理事・事務局長会議開催案内 

 

③規模別商工会議所専務理事・事務局長懇談会 

○期 日 ５月 18 日  ○場 所 ホテルグランヴィア和歌山、和歌山県ＪＡビル 

○内 容 「地域の『未来を拓く』商工会議所の機能強化について」 

・①②グループ ＜出席者＞ 67 名 

・③グループ  ＜出席者＞ 73 名 

・④グループ  ＜出席者＞ 66 名 

・⑤グループ  ＜出席者＞ 73 名 

・⑥⑦⑧グループ ＜出席者＞ 91 名 

 

④経済４団体主催「働き方・休み方改革セミナー」 

○期 日 ７月 27 日  ○場 所 経団連会館 ２階「経団連ホール」 

○出席者 450 名 

○内 容 （1）開会挨拶  

（2）企業事例紹介 

（3）基調講演 
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（4）来賓挨拶 

（5）経営トップによる働き方改革宣言の採択 

（6）閉会 

 

⑤日本商工会議所夏季政策懇談会 

○期 日 ７月 19 日  ○場 所 帝国ホテル 

○出席者 52 名 

○内 容 （1）人手不足、大事業承継時代の地方創生 

①人手不足への対応 

－働き方改革、多様な人材の活躍促進、IoT や IT 活用等による生産性向上等 

②円滑な事業承継をはじめとする中小企業の活力強化 

－事業承継対策、創業・新事業展開の促進、海外展開推進等 

③地方創生の実現に向けた取り組みの促進 

－広域観光、農商工連携、まちづくり、社会資本整備、オリンピック・パラリンピック効

果の全国への波及等 

（2）民間の挑戦を後押しし、地域の未来を拓く商工会議所運営の在り方 

①地方創生の実現に向けた活動 

②組織・財政基盤の強化 

 

⑥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 ９月20日    ○場 所  帝国ホテル 

○出席者 27名 

○内容 (1)日本労働組合総連合会からの意見表明：「働き方改革と生産性の向上について」「働くことを軸

とする安心社会について」「適正な取引関係について」 

(2)当所からの意見表明：「働き方改革・人手不足への対応」「地方創生の実現に向けた取り組みの

促進」 

(3)自由討議 

 

⑦日本銀行幹部と日本商工会議所との懇談会 

○期 日 10 月 19 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 
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⑧梶山地方創生担当大臣と日本商工会議所との懇談会 

○期 日 11 月 14 日 ○場 所 帝国ホテル２階「菊の間」 

○出席者 24 名 

○内 容 （1）開会 

（2）三村日本商工会議所会頭挨拶 

（3）梶山地方創生担当大臣挨拶 

（4）政府側説明 

（5）日本商工会議所側発言 

（6）自由懇談 

（7）閉会 

 

⑨事業承継税制の抜本拡充推進大会 

○期 日 11 月 16 日  ○場 所 ＪＰタワー ４階「ホール」 

○出席者 350 名 

○内 容 （1）開会 

（2）三村日本商工会議所会頭挨拶 

（3）来賓挨拶 

（4）決議文採択 

（5）閉会 

 

⑩茂木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 21 日  ○場 所 帝国ホテル 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）茂木経済再生担当大臣挨拶 

（4）日本商工会議所側発言 

（5）自由懇談 

（6）閉会 

 

⑪野田総務大臣と日本商工会議所との懇談会 

○期 日 １月 18 日  ○場 所 帝国ホテル ３階「扇の間」 

○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）野田総務大臣挨拶 

（4）日本商工会議所側発言 

（5）自由懇談 

（6）閉会 
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⑫代表専務理事会議 

第 675 回・４月 19 日、第 676 回・６月 14日、第 677 回・７月 19 日、第 678 回・８月 25日、 

第 679 回・９月 19 日、第 680 回・10月 18 日、第 681 回・11月 15 日、第 682 回・12月 20 日、 

第 683 回・１月 17 日、第 684 回・２月 14日、第 685 回・３月 13 日 

 

⑬各部別会議 

国 際 部 

開催期日 会    議    名 

６月６日 第１回非特恵原産地証明に関する研究会（東京） 

７月24日 第１回非特恵原産地証明に関する検討会（東京） 

10月２日 第２回非特恵原産地証明に関する研究会（東京） 

２月27日 第３回非特恵原産地証明に関する研究会（東京） 

３月22日 第４回非特恵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24日 会社法検討委員会 

４月28日 産業懇談会 

５月８日 民法（債権法）改正普及・啓発ワーキング会議 

５月12日 五機関調査部門会議 

５月19日 会社法検討委員会 

５月31日 産業懇談会 

６月19日 会社法検討委員会 

６月30日 産業懇談会 

７月31日 産業懇談会 

８月３日 五機関調査部門会議 

８月28日 民法（債権法）改正普及・啓発ワーキング会議 

８月31日 産業懇談会 

９月１日 会社法検討委員会 

９月29日 会社法検討委員会 

９月29日 産業懇談会 

10月27日 会社法検討委員会 

10月31日 産業懇談会 

11月２日 五機関調査部門会議 

11月30日 産業懇談会 

12月１日 会社法検討委員会 

12月27日 会社法検討委員会 

12月28日 産業懇談会 

１月31日 産業懇談会 

２月６日 五機関調査部門会議 

２月９日 会社法検討委員会 

２月21日 会社法検討委員会 

２月28日 産業懇談会 

３月30日 産業懇談会 
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産業政策第二部 

開催期日 会    議    名 

4月27日 第４回 外国人材の受け入れのあり方に関するワーキング  

 

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 

４月25日 第１回小規模事業者支援ワーキンググループ 

５月１日

～31日 
ＳＢＩＲ推進協議会第13回理事会（書面表決） 

５月17日 第２回小規模事業者支援ワーキンググループ 

６月12日 中小企業関係４団体連絡会議 

６月21日 第３回小規模事業者支援ワーキンググループ 

７月24日 中小企業関係４団体連絡会議 

９月６日 中小企業関係４団体連絡会議 

９月15日 ＳＢＩＲ推進協議会第23回幹事会  

９月29日 第４回小規模事業者支援ワーキンググループ 

11月１日 中小企業関係４団体連絡会議 

12月８日 中小企業関係４団体連絡会議 

２月21日 中小企業関係４団体連絡会議 

 

地域振興部 

開催期日 会    議    名 

７月５日 第２回地域インバウンド推進ワーキンググループ 

９月27日

～28日 
地域インバウンド推進ワーキンググループ高山視察会 

11月20日 第３回地域インバウンド推進ワーキンググループ 

２月２日 東日本大震災沿岸部被災地区商工会議所連絡会 

２月７日

～９日 
地域インバウンド推進ワーキンググループ根室・釧路視察会 

３月６日 第４回地域インバウンド推進ワーキンググループ 

 

情報化推進部 

開催期日 会    議    名 

９月25日 

～26日 
第３回商工会議所ものづくり担当者連絡会議 

12月１日 第４回商工会議所ものづくり担当者連絡会議 

２月７日 おもてなしギフトショップ業務推進会議 

 

事業部 

開催期日 会    議    名 

５月25日 第１回検定事業研究会 

７月28日 第２回検定事業研究会 

10月６日 第３回検定事業研究会 

10月６日 平成29年度商工会議所検定担当者会議 

－108－



－59－ 

 

 

各 種 検 定 関 係 会 議 等 

検定名 会  議  名 開 催 期 日 

珠 

算 

作問委員会 4/2,5/11,5/18,5/23,5/30,6/7,7/7,8/17,8/29,9/28,

10/15,11/1,12/19,1/16,1/25,3/8 

 

１級満点合格審査会 7/19,11/15,3/7 

簿 
 

記 

検定部会 8/14,8/25,9/1,9/8,9/15,9/26,2/23,3/2,3/9,3/16,

3/23,3/30 

第146回検定試験１級審査会 7/7 

第147回検定試験１級審査会 12/15 

簿記検定部会参与および部会委員打合会 12/15 

工業簿記・原価計算出題区分検討 

ワーキンググループ 

4/18,5/30,12/8,2/16 

３級出題内容改定検討ワーキンググループ 9/19,10/17,11/14,12/12 

販 

売 

士 

中央検定試験委員会（１級合否判定会議） 3/15 

試験問題検討会議、試験問題確定会議 4/3,4/14,4/18,4/20,4/24,4/28，5/1，5/9,5/12, 

5/16,5/18,,6/1,7/21,7/28,8/1,8/7,8/10,9/12, 

9/14,9/25,9/29,10/6,10/13,10/20,10/27,10/31, 

11/6,11/9,11/15,11/30 

Ｄ
Ｃ
プ
ラ

ン
ナ
ー 

情報誌編集会議 6/8,11/20 

１級レポート審査会 12/11 

日 
商 
Ｐ 
Ｃ 

検定部会 10/25,3/8 

検定作問ワーキンググループ 

 

6/5,6/12,7/10,8/2,8/9,11/6,11/10,12/5,12/13, 

1/10,1/12 

検定１級採点ワーキンググループ 10/11,10/13,10/16,2/20 

日
商
ビ
ジ 

ネ
ス
英
語 

検定部会 6/16,10/4,12/26,2/22 

１級採点ワーキンググループ 10/4,2/22 

電
子
会

計
実
務 

問題検証ワーキンググループ 9/11 

採点ワーキンググループ 3/13 

日
商

マ
ス

タ
ー 

部会 3/7 

プ
ロ
グ
ラ
ミ

ン
グ
検
定

（
仮
称
） 

検定研究会 9/25,10/23,12/4,2/5,3/19 
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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．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、政府の平成 23 年度第３次補正

予算で決定したもので、経済産業省からの強い協力依頼で当所が事業の実施を受託することになった。 

同事業は、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も

の。被災した中小企業の事業再開をさらに促進するため、2016 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、2018 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して継続実施した。 

 

申請受付期間 2011 年 12 月 12 日～2018 年５月 31日 

   （2018 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 7,907 件（5,268,022,727 円）［2018 年３月 31日現在］ 

        ＊うち、2017 年度内は 515 件、506,478,554 円 

 

２．全国商工会議所からの職員の応援派遣 

2017 年度は、九州北部豪雨（2017 年７月）の被災地である朝倉商工会議所（福岡県）への応援派遣

を実施した。 

当所から朝倉商工会議所に職員を派遣（出張）するとともに、９月から 10 月にかけて、福岡県内７

商工会議所から延べ 30 名の経営指導員を派遣（滞在）し、主に小規模事業者持続化補助金の対応等、

各種相談業務を支援した。 

 

 

【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．商工会議所 LOBO（早期景気観測）調査事業 

1989 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、2017 年４月に、同調査のホームページをリニューアルし、利用者がより分かりやすく活用でき

るような仕様に変更した。 

 

2017 年度（2018 年３月現在）の参加状況は次のとおり。 
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対象商工会議所：422 カ所 

対象企業等： 

建 設 業 653 製 造 業 842 卸 売 業 465 

小 売 業 777 サービス業  1150 合 計 3,887 企業 

 

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、1980 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。 

2017 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。 

 

 

【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．消費税軽減税率対策窓口相談等事業 

2019 年 10 月に予定されている消費税率の引上げに伴う軽減税率制度の導入や価格転嫁対策への適切

な対応に向け、全国の商工会議所および日本商工会議所において、軽減税率制度対策や価格転嫁対策に

資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「消費税軽減税率対策窓口相談等事

業」を実施した。 

全国の商工会議所においては、2013 年４月から設置していた消費税転嫁対策相談窓口に引き続き、

2016 年２月から「消費税軽減税率対策相談窓口」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。2017 年度は、講習会等を 1,977

回開催し、55,601 人が参加した。また、巡回・窓口相談等件数は 262,429 件となった。 

当所では、2019 年 10 月に導入が予定されている消費税軽減税率制度への計画的な準備を促す、事業

者向けのチラシを作成し、周知に努めた。その後、「中小企業・小規模事業者等消費税軽減税率対策補

助金（レジ補助金）」の事業完了期限延長やそれに伴う申請受付期限の延長が行われたことを受け、そ

れぞれの変更に対応した改訂版を 12月と 2018 年２月に作成・公表した。また、2018 年３月には、消費

税軽減税率制度について分かりやすく解説した、小冊子「中小企業のための消費税軽減税率制度導入と

消費税転嫁対策（2018 年 春版）」を 22万部発行し、全国の商工会議所等へ提供した。 

その他、経営指導員等の対応能力向上等を目的として、６月から７月にかけて若手経営指導員等向け

の研修会を、2017 年１月から２月にかけては中小企業相談所長向けの説明会を開催し、全国９ブロック

で計 18 回、延べ 663 人が参加した。また、今後、相談件数等の増加が予想されることから、円滑かつ

適切な対応が可能となるよう軽減税率制度導入と価格転嫁対策について解説した「経営指導員向けガイ

ドブック」を作成し、全国の商工会議所経営指導員・補助員等へ配布した。 
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＜事業実施状況＞ 

①講習会等 1,977 回開催／55,601 人参加 

  ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

開催回数 48 157 206 175 179  275 

参加者数 1,288 3,751 5,036 5,106 5,533 10,108 

  10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 合計 

開催回数 300 325 183 41 57  31 1,977 

参加者数 7,447 8,246 6,317 795 1,245  729 55,601 

 

②巡回・窓口等での相談件数（施策の普及等含む） 262,429 件 

  ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

件数 19,159 23,249 24,676 23,075 19,889 24,354

  10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 合計 

件数 23,132 23,647 25,559 16,041 18,652 20,996 262,429
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＜消費税転嫁対策窓口相談等事業 研修会等 開催日程一覧＞ 

①経営指導員向けブロック別研修会（６月から７月に９回開催。のべ 237 人が参加） 
 

ブロック 開催地 開催日程 

北海道 札 幌 ７月13日（木）、14日（金） 

東 北 仙 台 ７月11日（火）、12日（水） 

北陸信越 上 越 ７月４日（火）、５日（水） 

関 東 東 京 ７月６日（木）、７日（金） 

東 海 名古屋 ６月１日（木）、２日（金） 

関 西 大 阪 ６月27日（火）、28日（水） 

中 国 広 島 ６月29日（木）、30日（金） 

四 国 高 松 ６月８日（木）、９日（金） 

九 州 福 岡 ６月６日（火）、７日（水） 

 

②ブロック別中小企業相談所長説明会（2018 年１月から２月に９回開催。のべ 426 人が参加） 
 

ブロック 開催地 開催日程 

北海道 札 幌 ２月１日（木） 

東 北 仙 台 ２月２日（金） 

北陸信越 上 越 １月30日（火） 

関 東 東 京 １月26日（金） 

東 海 名古屋 １月25日（木） 

関 西 大 阪 １月22日（月） 

中 国 広 島 ２月７日（水） 

四 国 高 松 ２月８日（木） 

九 州 福 岡 ２月６日（火） 

 

＜各種支援ツールの作成＞ 

①事業者向け周知チラシ「消費税への早急な対応が必要です!!」（2017 年 10 月） 

②小冊子「中小企業のための消費税軽減税率制度導入と消費税転嫁対策（2018 年 春版）」（2018 年３月） 

③「経営指導員向けガイドブック」（2018 年３月） 

 

 

２．経営安定特別相談事業 

全国商工会議所 191 カ所（2018 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。 
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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 407枚

パンフレット 33,435部

自己チェックリスト 30,295枚
 
 

② 平成 29 年度第１回経営安定対策事業研修会（経営再建計画策定および BCP 策定支援） 

日 程：７月 27日（木）～28日（金） 

場 所：コンファレンススクエア エムプラス（東京都千代田区） 

出席会議所、出席者数：40商工会議所、40 人 

 

③ 平成 29 年度第２回経営安定対策事業研修会（事業承継） 

日 程：10月４日（水）～５日（木） 

場 所：ＴＫＰ御茶ノ水カンファレンスセンター（東京都千代田区） 

出席会議所、出席者数：40商工会議所、41 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 29 年度は、この WEB 研修の一層の普及･活用を図るとともに、平成 29 年度マル経総合研修会、

平成 29 年度第１回経営安定対策事業研修会に運営会社である全研本社職員を招いて PR を実施したほ

か、経営指導員奮闘記などの内容を充実させ、受講者の支援力向上を図った。 

 

 

 

４．小規模事業者持続化補助金事業 

（1）平成 28 年度第２次補正予算「小規模事業者販路開拓支援事業」 

政府の平成 28 年度第２次補正予算にて措置された中小企業庁からの補助金（小規模事業者販路開

拓支援事業費補助金：2016 年 10 月 31 日交付決定）を受けて、４年目となる「小規模事業者持続化

補助金事業」を前年度から継続して実施した。 

同事業は、小規模事業者が、地域の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等にかかる費用を支援することを目的とするもので、2016 年 11

月４日に公募を開始した①【熊本地震対策型】、②【台風激甚災害対策型】、③【一般型】の３種類に

加え、予算の残余額等を活用し、④全国の小規模事業者を対象とした【追加公募】を 2017 年４月 14

日から、⑤2017 年７月５日から６日にかけて九州北部地方で発生した豪雨（平成 29 年７月九州北部

豪雨）による甚大な被害により、激甚災害（局激）の指定を受けた地方自治体（福岡県朝倉市、大分

県日田市等）に所在し、豪雨による直接または間接被害を受けた小規模事業者を対象とした【九州北

部豪雨災害対策型】を８月 17 日から、それぞれ公募を開始した。2017 年度に公募を行った２つの型
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の概要は以下のとおり（いずれも補助事業者の補助事業完了期限は 2017 年 12 月 31 日）。 

④追加公募（補助上限額：50 万円、補助率：2/3 以内） 

４月 14日公募開始 

５月 31日締切－採択件数 2,649 件（有効申請件数：9,357 件） 

＊小規模事業者の円滑な事業承継を進める政策上の観点から、次の措置を新たに実施。 

・代表者が満 60歳以上の事業者については、申請の際に、地域の商工会議所と相談のう

え商工会議所が作成する「事業承継診断書」の提出を必須とする。 

・代表者が満 60歳以上の事業者のうち、後継者候補が中心となって補助事業を行う場合、

採択審査時に加点する（事業承継加点）。 

⑤九州北部豪雨災害対策型（補助上限額：100 万円または 50万円、補助率 2/3 以内） 

８月 17日公募開始 

１次受付分（９月８日締切）－採択件数７件（有効申請件数：７件） 

２次受付分（10月 13 日締切）－採択件数 36 件（有効申請件数：36 件） 

＊朝倉市等に所在し、直接または間接被害を受けた事業者は補助上限額 100 万円 

日田市等に所在し、直接被害を受けた事業者は補助上限額 50万円 

 

（2）平成 29 年度補正予算「小規模事業者支援パッケージ事業」 

政府の平成 29年度補正予算にて措置された中小企業庁からの補助金（平成 29 年度小規模事業者支

援パッケージ事業費補助金：2018 年２月 15日交付決定）を受けて、５年目となる「小規模事業者持

続化補助金」の公募を３月９日から開始した（５月 18 日締切）。 

同補助金は、補助率を２／３以内として、補助上限額 50 万円（原則）までを補助するものであり、

平成 29 年度補正予算事業では、従業員の賃金引き上げ、買物弱者対策および海外展開に取り組む事

業者について、補助上限額を 100 万円に引き上げることとした。また、政策的観点から、次の５種類

の加点項目を設定した（採択審査時に加点）。 

・事業承継後継者加点：代表者が満 60 歳以上の事業者のうち、後継者候補が中心となって

補助事業を行う事業者が対象 

・事業承継計画加点 ：申請の際に、今後の事業承継に向けた計画（事業承継計画）を提出

した事業者が対象 

・生産性向上加点  ：生産性向上特別措置法に基づき固定資産税ゼロの特例を措置する地

方自治体に対して「先端設備等導入計画」の認定申請を行う意志の

ある事業者が対象 

・経営力向上計画加点：中小企業等経営強化法に基づく「経営力向上計画」の認定を既に受

けている事業者が対象 

・過疎地域加点   ：過疎地域自立促進特別措置法に定める過疎地域に所在する事業者が

対象 

 

（3）「小規模事業者持続化補助金」成果発表会・交流会 

過去の「小規模事業者持続化補助金」採択事業者や支援担当者による成果の報告や、参加者同士の

交流を深めることを目的とした成果発表・交流会を、2017 年４月 21日（金）午後、経済産業省本館

「講堂」等において開催（主催：中小企業庁 共催：日本商工会議所、全国商工会連合会）。65 商工
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会議所の採択事業者・経営指導員等を含む約 350 名が参加した。 

当日参加した採択事業者の紹介パネルを会場内に掲示するとともに、成果発表会の模様（動画）や

紹介パネルのデータについて、後日、「ミラサポ」（中小企業庁の委託で運営されている中小企業・小

規模事業者への支援情報サイト）や「経営指導員等ＷＥＢ研修サイト」に掲載した。 

 

 

５．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、「地域最前線」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「商工

会議所電子ライブラリー」（インターネット上の書庫）では、中小企業のサイバーセキュリティ対策

や、事業承継税制の活用をはじめ、経営に役立つ情報を幅広く提供した。 

また、2018 年３月に、中小企業経営者が見て分かりやすい形で IoT 導入好事例を提供することを

目的として、「身の丈 IoT 活用で変わる中小企業の現場」動画の配信を開始（第 1 弾は日進工業（株）

＜愛知県碧南市＞）。これを皮切りに、随時コンテンツを追加していく予定。 

 

（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、2018 年３月末現在、357 商工会議所（うち、ASP 版は 226 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、2017 年度におい

ては 351 ユーザー商工会議所に負担いただいた。 

鳥取県中部地震の影響を考慮し、被災地の倉吉商工会議所に対しては会費免除に準じて免除

（80％）を行った。 

③ 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 30社（2018 年３月末現在）となっている。 

・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 274 件の質問を受付・回答し、

充実したサポートに努めた。 

④ 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会員加入登録方法、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。また本年度より大

阪会場での研修会を新設した。 

・会員管理コース 

５月 23日～24日（参加者数：17名）（於：当所芝大門事務所研修室） 

７月 13日～14日（参加者数：33名）（於：関西経理専門学校ＰＣ教室） 
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・経理編 

５月 22日（参加者数：13名）（於：当所芝大門事務所研修室） 

７月 12日（参加者数：23名）（於：関西経理専門学校ＰＣ教室） 

10 月６日（参加者数：17名）（於：当所芝大門事務所研修室） 

・事業所データ活用コース 

５月 24日（参加者数：12名）（於：当所芝大門事務所研修室） 

７月 14日（参加者数：36名）（於：関西経理専門学校ＰＣ教室） 

 

（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 

各地商工会議所における情報セキュリティに対する意識向上、対策強化、体制整備を目的として、

６月に「商工会議所における情報セキュリティ対策」を４つのカテゴリに体系化し、セキュリティポ

リシー策定および関係規程類の整備について重点的に取り組みを進めた。９月に東京、福岡で開催し

た職員研修会では、セキュリティポリシー策定について、グループワークを通じてその場で関係規程

類を作成する、実践的なプログラムを盛り込み、全国各地から 63 商工会議所 70名の参加があった。 

また、中小企業の情報セキュリティ対策普及の加速化に向け、セキュリティ対策に取り組むことを

自己宣言する制度である「SECURITY ACTION（セキュリティ・アクション）」について、商工会議所自

らの登録を呼びかけるとともに、会員企業向けには、「情報漏えい賠償責任保険」に「サイバーリス

ク補償型」を新設し、SECURITY ACTION 登録企業には、保険料の割引を適用することとした。 

 

（4）電子入札・電子申告等に取り組む中小企業等への支援 

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（取次商

工会議所数 468 会議所、取次枚数 1,937 枚）。 

 

（5）専門委員会等における中小企業の IoT 等利活用に関する研究 

2016 度に開催した第１回「IoT 活用専門委員会」において検討した、ものづくり中小企業の経営課

題や、今後の中小企業における IoT の導入や活用の支援策を踏まえ、「地域・中小企業の IT・IoT の

活用推進に関する意見～第４次産業革命への対応に向けて～」として取りまとめ、７月に公表した。 

2017 年度は同専門委員会を２回開催（10月、３月）。７月に公表した意見書の実現状況等を踏まえ、

アメリカ・シリコンバレーや中国・深 への視察団の派遣等、先進事例の収集を含めた今後の活動方

針について検討を行うとともに、身の丈に合った IT・IoT の活用事例などについて、講師を招いて情

報共有を行った。 

 

 

 

【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 2017 in 前橋 

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
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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９日から 11日に、群馬県前橋市等におい

て、14 回目となる「全国商工会議所観光振興大会 2017 in 前橋」を開催、全国の商工会議所会員や

観光関係者ら、1,800 人が参加した。 

今大会は、「見つけよう観光、磨こう観光～地域から新しい風を吹かせ～」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。群馬県出身の４名のパネリストを迎え、地域資源を

核にした広域観光について活発な意見交換などが行われた。 

 

11 月９日（１日目） 

① 分科会（14：00～16：00） 

場所：ヤマダグリーンドーム前橋、群馬会館、前橋テルサ、前橋商工会議所、ベイシア文化ホール 

内容：第１分科会「ものづくりとヒストリーの新しい魅せ方」 

第２分科会「『歴史』・『文化』を観光資源に高めるまちづくり」 

第３分科会「観光の未来を担う『若いエネルギー』」 

第４分科会「心身のリフレッシュ・人の生き方を考える観光」 

第５分科会「IoT と観光事業」 

 

② 全体交流会（18：00～20：00） 

場所：ヤマダグリーンドーム前橋 メインイベントエリア 

内容： 

・歓迎ステージ群馬交響楽団カルテット＆ソプラノオペラ歌手 鈴木麻里子 

・開会挨拶 「全国商工会議所観光振興大会 2017 in 前橋」 

         実行委員会 会長／前橋商工会議所 副会頭 深井 彰彦 

・鏡開き   群馬県 知事 大澤 正明 氏 

前橋市 市長 山本 龍 氏 

経済産業省 関東経済産業局 局長 後藤 収 氏 

関東経済産業局 局長 後藤 収 氏 

国土交通省 関東運輸局長 河田 守弘 氏 

日本商工会議所 会頭 三村 明夫 氏 

前橋商工会議所 会頭 曽我 孝之 氏 

群馬県議会 議長 織田沢 俊幸 氏 

日本商工会議所 観光専門委員会 共同委員長 早川 慶治郎  

前橋市議会 議長 金井 清一 氏 

水戸商工会議所 会頭 大久保 博之 氏 

長野商工会議所 会頭 北村 正博 氏 

宇都宮商工会議所 会頭 関口 快流 氏 

高崎商工会議所 会頭 原 浩一郎 氏 

太田商工会議所 会頭 正田 寛 氏 

桐生商工会議所 会頭 山口 正夫 氏 

館林商工会議所 会頭 河本 栄一 氏 

・歓迎挨拶    前橋商工会議所 会頭 曽我 孝之 氏 
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・乾杯    群馬県 知事 大澤 正明 氏 

・アトラクション  家坂慶子ダンシングスタジオ 

・次期開催地ご挨拶 会津若松商工会議所 副会頭 竹田 秀 氏 

・中締め     「全国商工会議所観光振興大会 2017 in 前橋」 

実行委員会 副委員長 板垣 忍 

 

 

 

11 月 10 日（２日目） 

③ 全体会議 

・オープニング 群馬交響楽団による演奏 

・開会挨拶 日本商工会議所 会頭 三村 明夫 

・歓迎挨拶 前橋商工会議所 会頭 曽我 孝之 

・来賓挨拶 群馬県 知事 大澤 正明 氏 

      前橋市 市長 山本 龍 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 寛 

・平成 29年度全国商工会議所きらり輝き観光振興大賞 表彰式・記念撮影 

大 賞 上田商工会議所 

振興賞 新庄商工会議所 鳥取商工会議所 

観光立“地域”特別賞 函館商工会議所 長浜商工会議所 

奨励賞 浜松商工会議所 美幌商工会議所 熊野商工会議所  

柳井商工会議所 西条商工会議所 

広域連携特別賞  登別商工会議所（北海道）、室蘭商工会議所（北海道）、伊達商工会議所

（北海道） 

桐生商工会議所（群馬県）、太田商工会議所（群馬県）、館林商工会議

所（群馬県）足利商工会議所（栃木県）、佐野商工会議所（栃木県） 

・先進事例紹介 鳥羽商工会議所 専務理事 清水 清嗣 氏 

 「民間主導のインバウンド 伊勢志摩の取り組み」   

・基調講演 「美しき日本を求めて ～地域資源を活かした観光とは～」 

東洋文化研究家、特定非営利活動法人 庵トラスト 理事長 アレックス・カー 氏 

・パネルディスカッション「地域資源を核にした広域観光を考える」  

コーディネーター 一般社団法人日本交通協会 理事長 金井 耿 氏 

パネリスト 富岡製糸場世界遺産伝道師協会 会長 近藤 功 氏 

パネリスト 群馬県立歴史博物館 館長 右島 和夫 氏 

パネリスト 交通新聞社「ジパング倶楽部」編集長 矢口 正子 氏 

・前橋アピール採択 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 会津若松商工会議所  

・閉会挨拶 日本商工会議所 副会頭／観光委員会委員長 磯山 誠二 
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11 月 10 日（２日目）～11月 11 日（３日目） 

④ エクスカーション 全 13 コース 

・コース①温泉マーク発祥の地 磯部温泉に泊まる 世界遺産「富岡製糸場」と SL 乗車＋鉄道

文化堪能の旅 

・コース②草津よいとこ薬の温泉（いでゆ） 心と体をリフレッシュする旅 

・コース③夢二が愛した伊香保温泉 大正ロマンを五感で感じる癒しの旅 

・コース④渓流のせせらぎ谷川温泉 雄大な大自然の恵みを堪能する旅 

・コース⑤ゴルフで心も体もリフレッシュ 先進医療施設から本格フレンチまで満喫できる旅 

・コース⑥群馬～栃木 両毛広域観光コース 世界遺産「日光東照宮」をめぐる旅 

・コース⑦群馬～長野 上信広域観光コース 世のちり洗う四万温泉真田一族の足跡を訪ねる旅 

・コース⑧世界遺産とシルクロマンの旅（※10日のみ） 

・コース⑨近代日本の産業発展をめぐる旅（※10 日のみ） 

・コース⑩“生糸（いと）のまち まえばし”をぶらり散策の旅（※10日のみ） 

・コース⑪赤城山の自然と食を満喫する旅（※10 日のみ） 

・コース⑫跡地利用を探訪する旅（※10日のみ） 

・コース⑬前橋の文化・歴史を満喫する旅（※10 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。10

回目となる今回は2017年５月10日から2017年６月30日の期間で募集を行った。厳正な審査の結果、

計 12 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 2017 in 前橋」において

表彰した。 

【「平成 29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 

上田商工会議所（長野県）ＮＨＫ大河ドラマ「真田丸」を最大限に活用した地域振興事業 

○振興賞 

新庄商工会議所（山形県）雪を活用した冬季観光商品・観光コンテンツ開発 

鳥取商工会議所（鳥取県）地域資源発掘とブランドイメージ構築 

○観光立“地域”特別賞 

 函館商工会議所（北海道）青年部の提言による新幹線を生かした念願のフルマラソン大会実現 

 長浜商工会議所（滋賀県）戦国の舞台と観音の里のおもてなしの観光食とツアー開発 

 

○奨励賞 

 美幌商工会議所（北海道）通過型観光から体験・コミュニティを活かした滞留型観光客の創出 

浜松商工会議所（静岡県）歴史的資源を活用した「出世」・「開運」を感じる観光都市づくり 

  熊野商工会議所（三重県）世界遺産「熊野古道」を活かし、観光客数増と観光消費額増 

 柳井商工会議所（山口県）瀬戸内海の多島美を活かしたスポーツ観光振興事業 

西条商工会議所（愛媛県）石鎚山を活用した事業～スターナイトツアー、秋・冬山における継続

的イベント、チームビルディング事業～ 
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○広域連携特別賞 

登別商工会議所（北海道）、室蘭商工会議所（北海道）、伊達商工会議所（北海道） 

  室蘭・伊達・登別 魅力再発見プロジェクト 

桐生商工会議所（群馬県）、太田商工会議所（群馬県）、館林商工会議所（群馬県）足利商工

会議所（栃木県）、佐野商工会議所（栃木県） 

  「麺の里」両毛五市の会による両毛地区粉食文化の全国発信 

 

 

２．地域力活用新事業∞全国展開プロジェクト 

2006 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、各地商工会議所が地域の小規模事業者による全国規模のマーケットを狙った新規事業展開を

支援するため小規模事業者と協力して進める特産品や観光商品の開発・販路開拓について、日商が総合的

に支援するもの。 

2017 年度は、調査研究事業、本体事業１、２年目の３事業を行い、46 件のプロジェクトを採択した。 

 

【調査研究事業】（25 件） 

札幌、稚内、紋別、富良野、横手、伊那、鹿沼、桐生、川越、蕨、三島、大垣、蒲郡、尾鷲、大野、

福知山、北大阪、備前、庄原、柳井、久留米、朝倉、佐世保、松浦、浦添 

【本体事業１年目】（14件） 

久慈、酒田、長井、十日町、氷見、珠洲、上田、日光、越谷、佐原、高山、大津、伊丹、飯塚 

【本体事業２年目】（７件） 

札幌、登別、ひたちなか、甲府、名古屋、府中、八女 

 

各プロジェクトの円滑な事業展開を図るため、以下（１）から（６）の事業を実施した。 

 

(1) 担当者研修会の開催 

2017 年度実施商工会議所の担当者を対象に、事業実施に当たっての留意事項や事務手続きなどについて

説明したほか、商品の企画やブランディングに関する専門家による講演を行った。 

 

・日 程：５月 31日（水） 

・場 所：日本商工会議所「会議室Ａ」 

・参加者：36名（34 商工会議所） 

・講 演：「その価値を欲しがる人はだれ？ ～必要なのは“消費者バリュー”を見極めるチカラ」 

  株式会社オレンジア 代表取締役 帆足 泰子 氏 

 

（2）事業基盤強化・専門家派遣事業の実施 

本事業に初めて取り組む商工会議所等に対し専門家等を派遣し、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、ニーズ調査結果に基づきコンサル
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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） 

販路開拓・拡大に向けて、商品改良やマーケティング戦略等に関する専門家等からのアドバイス、展

示商談会への共同出展、バイヤーとのマッチング支援、テストマーケティングを通じた消費者ニーズの

把握など、“売れる商品”にするための一貫支援を行った。具体的には、自社が取引したい市場・販路

のニーズを知るためのバイヤー品評会、商品開発・販路開拓のプロによる伴走型の個別サポート、消費

者のニーズ、市場動向を売り場で体験する首都圏の小売店舗でのテストマーケティングや、小売業等の

バイヤーとの商談を目的とした「デリカテッセン・トレードショー」への共同出展を行い、販路開拓・

拡大を支援した。 

 

【販路開拓担当者研修会（事業説明会）】 

・日 程：８月９日（水） 

・場 所：東京交通会館「第１会議室Ａ」 

・参加者：23名（23 商工会議所） 

・テーマ：「プロが語る、地域産品の特徴を活かした商品開発と販路開拓」 

・議 題： 

  「地域産品の特徴を活かした商品開発・販路開拓の現場から学ぶ」 

    沖縄物産コーディネーター 池村 博隆 氏 

  「市場、消費者ニーズの視点から、売れる商品、地域産品の売り方を考える」 

    株式会社サザビーリーグ AKOMEYA 事業部 商品部 食品チーム 

     バイヤー 有坂 兼司 氏 

   店舗見学（AKOMEYA TOKYO 銀座本店、銀座わしたショップ） 

 

【バイヤー品評会 ９月 12 日・14日・16 日、東京】 

卸・小売・飲食などのバイヤー約 10 名を招聘し、味・パッケージ・量目・コンセプト・取扱いや

すさ・原料品質状況など観点から商品を評価し、８商工会議所 20 事業者に対し、それぞれの改善点

についてフィードバックを行った。品評会後、各事業者は、バイヤーからの評価・コメントを踏まえ

て販売先を設定し、専門家は当該事業者に対し、売り込みにあたっての改善事項や営業戦略等につい

てアドバイスを行った。 

 

【築地テストマーケティング】 

日 程：１月 20 日（土）～３月 15日（木） 

出展数：７商工会議所 12事業者 26商品 

場 所：株式会社極東食材（東京都中央区 築地場外市場「築地魚河岸」内） 
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【秋葉原テストマーケティング】 

日 程：２月 14 日（水）～３月 15日（木） 

出展数：５商工会議所８事業者 21商品 

場 所：日本百貨店しょくひんかん（東京都千代田区） 

 

【共同展示商談会「ニッポンまるしぃ」】（「デリカテッセン・トレードショー2018」への出展 

日  程：２月 14日（水）～２月 16 日（金） 

出 展 数：８商工会議所 16 事業者 35 商品 

場  所：幕張メッセ 第４ホール 

来場者数：約８万 7000 人（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） 

旅行商品の改良ならびに販路開拓・拡大を希望する 10 商工会議所が参加し、専門家による商

談シート作成支援を実施した。その後、旅行・観光関係者との商談機会の創出および着地型旅行

商品・地域の PRを目的として、「ツーリズム EXPO ジャパン 2017」に商工会議所専用エリアを設

け、共同展示・商談ブース「『行きたくなる』が、いっぱいある～ニホン旅いちば～」を出展し

た。 

出展後は、バイヤーとの商談結果を参加商工会議所にフィードバックするとともに、商品改良

に向けたサポートやメールマガジンによる事例の共有等を図り、各地商工会議所が開発した観光

商品の商談成約に向けた支援を実施した。 
 
【ツーリズム EXPO ジャパン 2017】 

 ・日  程 :９月 22日（金）～24 日（日） 

    ・出 展 数：10 商工会議所 

    ・場  所：東京ビッグサイト・東５ホール 

    ・来場者数：約 19 万 2000 人（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、13 商工会議所が参加した。商業施設「まるごとにっぽん」において

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を支援した。また、バイヤーを対象とした展示会「IFFT / インテリア ライ

フスタイル リビング」に共同出展し、本共同展示商談会ブースでは 451 件の商談が行われた。 

 

【開催概要】 

○テストマーケティング「技のヒット甲子園 2017＠まるごとにっぽん」 

・日 程：８月 18日（金）～20 日（日） 

・出展数：６商工会議所７事業者 61 商品 

・場 所：まるごとにっぽん（東京都台東区） 

 

○共同展示商談会「技のヒット甲子園 2017＠IFFT」 
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・日  程：11 月 20 日（月）～22 日（水） 

・出 展 数：12 商工会議所 29事業者 136 商品 

・場  所：東京ビッグサイト 西１ホール 

・来場者数：約１万 7000 人（同時開催のイベント来場者含む） 

（4）共同展示商談会「feel NIPPON 春 2018」 

 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最大級の見本市

「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 2018」を出展。22府県の 42商工会議所が参加した。 

イベント期間中、約 27,000 人が来場。本共同展示商談会ブースでは、778 件の商談を実施し、７割以

上が採用希望もしくは継続商談となった。 

 

【開催概要】 

・日  程：２月７日（水）～９日（金） 

・出 展 数：42 商工会議所 

・場  所：東京ビッグサイト・東７ホール 

・来場者数：約２万 7000 人（同時開催のイベント来場者含む） 

 

（5）広報事業 

2006 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全てのプロ

ジェクト内容、共同展示商談会の情報等を公式ホームページに掲載するほか、Facebook や Twitter を活

用し、情報発信を実施した。 

また、食のショールーム「パルズ」（東京・六本木）において、食品や工芸品・日用品等の常設展示を

行い、商品の特性を踏まえた商品改善のアドバイスやバイヤー等への橋渡しを行った。 

Ｈ Ｐ：http://feelnippon.jcci.or.jp/ 

Ｆ Ｂ：https://www.facebook.com/feelNIPPON 

Twitter：https://twitter.com/feelNIPPON 

 

（6）人材育成事業 

   販路開拓・地方創生に携わる商工会議所職員の資質向上のため、地域資源の発掘から商品開発・事

業化・販路開拓に至るまでのサプライチェーン全体をコーディネートするにあたってのノウハウ・手

法などを学ぶ実践型研修「事業共創プロデューサー能力育成研修会」を６カ所（気仙沼、出雲、豊後

高田、名古屋、高岡、東京）で開催した。 

 

（7）販路開拓手法習得支援事業 

   小規模事業者を対象に、実践研修型の販売促進事業を実施した。専門家チームが商品審査を行った

後、首都圏消費者にターゲットを絞った商品のブランディング・PR 手法等を指導し、ブラッシュアッ

プした商品について、ハンドメイド雑貨を集めた催事“Creema SPRING MARKET in 二子玉川ライズ”

において一般消費者を対象としたテストマーケティングを実施した。 

【Creema SPRING MARKET in 二子玉川ライズ～Local Select   feel NIPPON～】 
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・日   程：３月 24日（土）～25 日（日） 

・会   場：二子玉川ライズ（東京・世田谷区） 

・出展事業者：15事業者 

 

（8）地域資源活用セミナー（事業説明会）の実施 

 2018 年度以降に本事業に取り組むことを検討している商工会議所の職員を主対象としたセミナー

を開催した。事業概要、RESAS を活用した地域分析、プロジェクト組成に係る座学講習とともに、参

加者によるプロジェクト立案・発表ならびにそれに対するフィードバックを行い、参加商工会議所に

おける事業計画策定に向けた実践的な研修を実施した。 

 

【開催概要】 

・日 程：12月７日（木） 

・場 所：日本商工会議所 会議室Ａ 

・参加者：９名（９商工会議所） 

・講 演： 

「プロジェクト組成のポイントについて」 

    株式会社日本経済研究所 地域本部 主任研究員 前田 幸輔 氏 

     「RESAS（リーサス）を活用した地域分析・地域開発」 

       日本商工会議所 地域振興部 主席調査役 鵜殿 裕 氏 

 

（9）事業評価事業の実施 

2006～2017 年度に実施したプロジェクトの取り組み状況についてアンケート調査を実施。調査結

果を分析し、プロジェクトの成功要因や課題等の抽出、側面支援を含めた今後の展開方法や商流に乗

せるための販路開拓の方策等を示した。 

また、来年度以降の応募を検討している未実施商工会議所に対し、専門家を派遣し、本事業の啓発

を行うとともに、事業実施に向けたサポートを行った。 

 

 

３．GS1事業者コードの登録受付業務 

1985 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。 

2017 年度の商工会議所の登録受付件数は合計 10,170 件で、受付開始以来の累計は、488,452 件に達

している。 

 

新 規 登 録 更 新 登 録 合      計 

931 9,239 10,170 
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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10回世界商工会議所大会（９月19日～21日） 

第10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）、シドニー・

ニューサウスウェールズ・ビジネスチェンバーの主催によりオーストラリア（シドニー）において

開催された。全体会議では、「ビジネスと紛争・テロ」「持続可能な経済発展」「国際人口移動」「第

４次産業革命」と題して様々なセッションが開催された。そのうち、「ビジネスと紛争・テロ」のセッ

ションに、佐々木隆特別顧問（団長）、藤沢薫・全国商工会議所女性会連合会会長、神林拓馬・日本

YEG ビジネス交流委員会委員長をはじめ、日商、東商のミッション団、総勢19名が参加した。 
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（2） ASEAN・日本経済協議会日本委員会 

ⅰ）  平成29年度総会（平成28年度収支決算（案）・事業報告（案）および平成29年度収支予算書（案）・

事業計画書（案）の承認） 

７月３日（紙上総会） 

 

ⅱ）  ASEAN 経済大臣歓迎昼食会 

      ４月７日（900名） 

      開催地：東京ステーションホテル 

a. 歓迎挨拶 

日本経済団体連合会 会長  榊原 定征 氏 

b. 挨拶 

マレーシア 国際通商産業省 大臣  ムスタパ・モハメド 氏 

c. 挨拶・乾杯 

横浜商工会議所 会頭・日本商工会議所 副会頭  上野 孝   

d. 食事・懇談 

 

ⅲ）  ASEAN 経済協議会（ASEAN－BAC）との合同会議 

      ASEAN 経済協議会（ASEAN－BAC）と各国協議会との合同会議（JBC）第11回会合 

１月17日（48名） 

      開催地：シンガポール 

a. 2017年の ASEAN 経済大臣への要望事項について 

b. イノベーション WGの設置について 

c. 各協議会の活動について 

 

ⅳ）  第８回 ASEAN 経済協議会との懇談会 

８月６日（30名） 

開催地：ラオス／ビエンチャン 

ａ．ASEAN 経済協議会の活動報告 

ASEAN 経済協議会 議長 ウーデット・ソウバナボン 氏 

ASEAN 経済協議会フィリピン 委員 ジル・ゴンザレス 氏 

 

ｂ．議長国として EABC（東アジアビジネスカウンシル）の活動報告並びに ASEAN 経済大臣への提言

書の総括報告 

日本・東京商工会議所 国際部長 赤木 剛    

 

ⅴ）  日 ASEAN イノベーションネットワーク（AJIN） 

 

a.  日 ASEAN イノベーションネットワーク協力覚書署名式 

４月７日（30名） 
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開催地：ベルサール渋谷 

      (a) 開会挨拶               ASEAN 日本経済協議会 副会長  大森  一夫 氏 

      (b) 挨拶         ASEAN- BAC 2017年議長   ホセ・コンセプション３世 氏 

      (c) 主旨・内容説明        日本・東京商工会議所  国際部長  赤木 剛 

      (d) 署名式                                   構成９団体 代表者 

      (e) 記念写真撮影 

 

b. 日 ASEAN イノベーション（AJIN）構成団体向け説明会 

７月19日（16名） 

開催地：経済産業省 

      (a) ABIS2017への対応について 

      (b) JBC イノベーションワーキンググループについて 

 

c. 日 ASEAN イノベーションセミナー 

２月20日（24名） 

開催地：コンファレンススクエア エムプラス １階「サクセス」 

      (a) 「ASEAN の現状と日 ASEAN イノベーション協力」について 

                経済産業省 通商政策局 アジア大洋州課 課長補佐  伊藤 充洋 氏 

      (b) 「日 ASEAN 新産業創出実証事業から代表的な事例紹介」について 

                      日本貿易振興機構 ビジネス展開支援部 主幹  岡部 光利 氏 

      (c) 「日 ASEAN イノベーションネットワーク（AJIN）2017年活動報告ならびに2018年活動計画」

について 

日本商工会議所 国際部 課長  松岡 鉄也 

      (d) 「ASEAN のデジタル関連枠組みとＩｏＴ調査」について 

日本貿易振興機構 バンコク事務所 シニアエコノミスト  蒲田 亮平 氏 

      (e) その他 

      (f) 質疑応答 ディスカッション 

      (g) ネットワーキング 

 

ⅵ） 日 ASEAN 経済大臣会合 

９月９日 

      開催地：マニラ／フィリピン 

      日本から釡和明副会長が出席し、日 ASEAN イノベーションネットワークの創設や、活動内容につ

いて報告した。 

 

ⅶ）  東アジア地域包括的経済連携（RCEP）に関する情報提供 

６月27日（33名） 

a. 開会 

日本・東京商工会議所 国際部 担当部長  大下 英和 

b. 講演「RCEP 交渉の現状と見通し」 
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外務省 経済局 南東アジア経済連携協定交渉室長  甲木 浩太郎 氏 

経済産業省 通商政策局 経済連携課 経済連携交渉官  鈴木 謙次郎 氏 

経済産業省 通商政策局 経済連携課 課長補佐  大坪 久展 氏 

c. 参加者からの要望事項・意見交換 

 

ⅷ）  ASEAN 日本人商工会議所連合会（FJCCIA）への協力 

７月７日 

開催地：シンガポール 

 

a. ASEAN 日本人商工会議所連合会総会への参加 

b. ASEAN 日本人商工会議所連合会とミン・ASEAN 事務総長との対話への参加 

 

（3）日印経済委員会 

 

ⅰ） １月23日  第42回日印経済合同委員会会議（訪インド・スリランカ経済ミッションに掲載のた

め割愛） 

 

ⅱ)  １月22日 

～24日   インド政府要人との懇談（訪インド・スリランカ経済ミッションに掲載のため割愛） 

 

ⅲ)  懇談 

       ５月16日  インド国会議員訪日団との朝食懇談会（25名）（主催：日印経済委員会） 

 

ⅳ)  表敬 

      ４月25日   北川隆行在ベンガルール総領事の倉内常設委員長表敬 

      ５月18日  夛賀政幸在ムンバイ総領事の倉内常設委員長表敬 

      ６月22日   赤木事務総長のスジャン・Ｒ・チノイ駐日インド大使表敬 

      ９月25日   豪クイーンズランド大学 ピーター・バギーズ総長の倉内常設委員長表敬 

11月27日   ビスワ・サルマ アッサム州政府財務大臣の倉内常設委員長表敬 

 

ⅴ)  交流会 

      ６月22日   インド大使館 アミット・クマール首席公使歓送夕食会 

      （共催：日印経済委員会、日印協会、在日インド商工協会） 

       ８月１日  各省・関係機関によるインド関連政策のご説明ならびにレセプション（45名） 

       （主催：日印経済委員会） 

       ９月29日   ラージ・クマール・シュリヴァスタヴァ新首席公使歓迎夕食会 

       （共催：日印経済委員会、在日インド商工協会） 

 

ⅵ)  セミナー等 

      ７月４日  セミナー「モディ政権３年間の成果と日印経済関係」（88名） 
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      （主催：日印経済委員会） 

          国際基督教大学 上級准教授 近藤 正規 氏 

      ９月13日  セミナー「モディ外交の行方～緊密化する日印関係と今後の課題」（70名） 

            （主催：日印経済委員会） 

国際政治学者 堀本 武功 氏 

      ３月５日   デリー・ムンバイ間産業大動脈構想（DMIC）セミナー（150名） 

           （共催：日印経済委員会、経済産業省、日本貿易振興機構） 

経済産業省 通商政策局 南西アジア室 室長 阿部一郎 氏 

    DMICDC 総裁 アルケッシュ・シャルマ 氏 

    国際協力機構 専門家（DMICDC）村山勝彦 氏 

    NEC 交通・物流ソリューション事業部 鈴木聡子 氏 

    Frost & Sullivan 株式会社 モビリティ部門 主席コンサルタント 森本尚 氏 

 日本貨物鉄道株式会社 鉄道ロジスティクス本部 海外事業室長 西村公司 氏 

    みずほ銀行 産業調査部 副部長 中村浩之 氏 

 

ⅶ)  後援・協力 

       ５月24日   セミナー「インド市場への参入戦略と実践」 

（共催：インド商工会議所連合会・M+VJapan、後援：日印経済委員会） 

       ６月27日   インド食品加工、食品機械市場の現状セミナー 

           （主催：日印国際産業振興協会、後援：日印経済委員会） 

       ７月19日 

～21日   第38回インド衣料品展・第28回インド家庭用品展 

           （主催：インド貿易振興局、後援：日印経済委員会） 

       ７月27日   インド・グジャラート州投資セミナー 

           （主催：日本貿易振興機構、後援：日印経済委員会） 

       ９月６日  インド商工会議所連合会女性会と全国商工会議所女性会連合会・東京商工会議所女 

性会との懇談会（74名）（主催：日本商工会議所、協力：日印経済委員会） 

       ９月23日 

～24日  ナマステ・インディア2017 

       （共催：NPO 法人日印交流を盛り上げる会、インド政府観光局、後援：日印経済委員 

会） 

       ９月27日 

～29日   インド トレンド フェア2017 

           （主催：日印国際産業振興協会、後援：日印経済委員会） 

10月12日   インド・ジャールカンド州投資セミナー 

                  （共催：ジャールカンド州政府、駐日インド大使館、日本貿易振興機構、後援：日印

経済委員会） 

10月30日  インド・オディシャ州投資セミナー 

            （共催：オディシャ州政府、駐日インド大使館、日本貿易振興機構、後援：日印経済

委員会） 
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11月29日   セミナー「インド市場への参入戦略と実践」 

           （共催：インド商工会議所連合会、M+VJapan、後援：日印経済委員会） 

       １月19日   インド・テランガナ州投資セミナー 

           （共催：テランガナ州政府、駐日インド大使館、日本貿易振興機構、後援：日印経済

委員会） 

       ２月21日  セミナー「インドの主要経済セクターにおける法規制の枠組み」 

           （主催：Ｊ．サガール・アソシエイツ、協力：日印経済委員会） 

       ２月26日   インド・タミル・ナドゥ州投資セミナー 

（共催：日本貿易振興機構、タミル・ナドゥ州政府、在日インド大使館、チェンナイ

日本商工会、後援：日印経済委員会） 

ⅷ)  その他 

       ４月３日   グジャラート州ビジネス代表団の受け入れ 

       ７月31日   第３回日印ビジネス環境の整備に関する小委員会 

12月１日   インド経営大学院ベンガルール校（IIMB）学生の受け入れ 

 

（4） 日本・バングラデシュ経済委員会 

 

ⅰ）  10月25日   第３回日バングラデシュ官民合同経済対話（兼 第19回日本・バングラデシュ商業・

経済協力合同委員会会議）事前打合せ会 

        参加者：27名（於：丸の内二丁目ビル） 

 

       10月31日   第３回日バングラデシュ官民合同経済対話 

       （兼 第19回日本・バングラデシュ商業・経済協力合同委員会会議） 

        参加者：84名（日本側59人、バングラデシュ側25人） 

                開催地：東京（経済産業省内会議室）  

                          

a.両国議長、民間代表からの挨拶 

b.出席者の紹介 

c.会議 

(a)日本からバングラデシュへの投資促進に向けて 

国際協力機構 南アジア部南アジア第四課長   竹内 卓朗 氏 

    日本貿易振興機構 ダッカ事務所長   新居 大介 氏 

(b)バングラデシュにおける投資環境改善 

本田技研工業㈱ アジアホンダモーターカンパニー・リミティッド執行役員 

アジア・大洋州本部長取締役社長  青山 真二 氏 

㈱ヘリオス・ホールディングス 代表取締役 小野田 成良 氏 

丸紅㈱ダッカ支店 支店長   富岡 彰久 氏 

㈱三菱東京ＵＦＪ銀行 国際業務部長   阪村  修 氏 

清水建設㈱ 国際支店営業部長  村田 佳隆 氏 

三菱商事㈱ ダッカ事務所  西川 嘉一 氏 
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住友商事㈱ 理事 グローバル業務部長   丸岡 則之 氏 

外務省 南部アジア部南西アジア課長   吉武 将吾 氏 

 

(c)産業・投資の多角化 

日本貿易振興機構 ダッカ事務所長   新居 大介 氏 

国際協力機構 南アジア部南アジア第四課長   竹内 卓朗 氏 

 

d. 経済産業省、日本・バングラデシュ経済委員会主催日本側主催昼食レセプション 

（於：日本貿易振興機構内会議室） 

 

ⅲ) 表敬 

         ８月22日    泉  裕泰 駐バングラデシュ日本大使の三村会頭、朝田委員長表敬 

          ９月１日   渡邉 正人 駐ブルガリア（前駐バングラデシュ）日本大使の朝田委員長表敬 

 

ⅳ)  後援・協力 

         ４月20日    バングラデシュ・経済・人材育成セミナー2017 

（主催：在日バングラデシュ大使館） 

         ４月25日    バングラデシュのレザー及びレザー製品：日本での将来性 

（主催：在日バングラデシュ大使館、バングラデシュ商務省輸出促進局（EPB）、 

日本貿易振興機構） 

          ５月10日   2017 Japan IT Week 春 バングラデシュセミナー 

（主催：在日バングラデシュ大使館、バングラデシュ投資開発庁(BIDA）等) 

          ６月13日   環境に優しく、多様性に優れたバングラデシュのジュート商品：日本における

将来性(主催：在日バングラデシュ大使館) 

10月31日    バングラデシュ投資セミナー（主催：バングラデシュ首相府、在日バングラデ

シュ大使館、バングラデシュ投資開発庁、日本貿易振興機構） 

 

（5） 日本・パキスタン経済委員会 

 

ⅰ) 表敬 

      ４月７日  倉井 高志 駐パキスタン日本大使による朝田委員長表敬 

10月24日  アサド・マジード・カーン 駐日パキスタン大使による三村会頭表敬 

 

ⅱ) 共催 

２月21日  パキスタン投資促進ラウンドテーブル 

       （主催：国際協力機構、国際連合工業開発機関） 

           参加者：31名（於：国連大学） 

 

ⅲ) 後援 

４月18 
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～19日  パキスタン・ジャパン・ビジネスフォーラム（主催：駐日パキスタン大使館） 

11月17日  パキスタン・セミナー「拡大する貿易投資とビジネスチャンス」 

（主催：駐日パキスタン大使館、日本貿易振興機構、㈱三菱東京 UFJ 銀行） 

２月26日  パキスタンの政治経済情勢とビジネス環境に関する懇談会 

（主催：日本経済団体連合会） 

 

（6） 日本・スリランカ経済委員会 

 

ⅰ) 懇談 

     ４月12日 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 

参加者：20名（於：帝国ホテル） 

２月27日 カル・ジャヤスーリヤ スリランカ国会議長一行との昼食懇談会 

参加者：13名（於：丸の内二丁目ビル） 

 

ⅱ) 表敬 

５月17日 ウプル・ジャヤスリヤ BOI 長官の小林委員長表敬 

１月12日  ダンミカ・ガンガーナート・ディサーナーヤカ駐日スリランカ大使の三村会頭表敬 

３月13日 マイトリパーラ・シリセーナ スリランカ大統領への表敬 

 

ⅲ) 交流会 

７月７日 在日スリランカ大使館との交流 

参加者：24名（於：在日スリランカ大使館） 

       11月８日 在日スリランカ大使館との交流 

参加者：27名（於：Lounge Ceylon Time（GINZA PLACE ９F）） 

 

ⅳ) セミナー 

11月21日 スリランカ投資セミナー 

参加者：136名（於：丸の内二丁目ビル） 

 

ⅴ) 後援・協力 

     ４月11日 スリランカ・ビジネスセミナー（主催：日本貿易振興機構） 

３月13日 日本・スリランカ 投資フォーラム（主催：日本貿易振興機構） 

３月14日 スリランカ・日本経済委員会による本田技研工業（株）埼玉製作所見学 

 

(7)  日本マレーシア経済協議会 

 

ⅰ) 平成29年度総会（平成28年度収支決算（案）・事業報告（案）および平成29年度収支予算書（案）・

事業計画書（案）の承認） 

７月10日（紙上総会） 
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ⅱ) 第35回合同会議 

     11月23日（173名） 

     開催地：クアラルンプール／マレーシア 

 

  a. 開会挨拶 マレーシア日本経済協議会 会長  タン・スリ・アズマン・ハシム 氏 

日本マレーシア経済協議会 会長  佐々木  幹夫   

 

b. 祝辞 

マレーシア首相  ダトゥ・スリ・ナジブ・ラザク 氏 

（代読）マレーシア日本経済協議会 副会長 タン・スリ・アブドゥル・ハミド・エゴー 氏 

日本国内閣総理大臣  安倍 晋三 氏 

（代読）駐マレーシア日本国大使  宮川 眞喜雄 氏 

 

c. 基調挨拶・オフィシャルオープニング 

マレーシア国際通商産業省 副大臣  トゥク・チュア・ティー・ヨン 氏 

 

d. 特別講演「日本とマレーシアの今後の協力関係」 

 駐マレーシア日本国大使  宮川 眞喜雄 氏 

 

e. マレーシア日本経済協議会40周年記念誌の発行について 

 

f. 第１回全体会議 40年間にわたる日本とマレーシアの経済交流とこれから 

     (a) 「新たな時代の日本マレーシア経済関係に向けて」 

  日本マレーシア経済協議会 副会長 大森 一夫    

     (b) 「MAJECA-JAMECA～40周年を越え、次の10年へ」 

マレーシア日本経済協議会 副会長兼事務総長 ダトゥク・セリ・モハメド・イクバル 氏 

     (c) 「マレーシアにおける日本企業の40年」 

マレーシア日本人商工会議所 副会頭  太田 健司 氏 

     (d)  質疑応答 /意見交換 

 

g. 昼食 

 

h. 第２回全体会議 

テクノロジーによるビジネス変革と力強いデジタルイノベーションエコシステムの構築 

(a) 「マレーシア・デジタル経済の推進」 

マレーシア・デジタルエコノミー公社（MDEC）副総裁 投資産業開発部門担当 

ヒュー・ウィー・チューン 氏 

(b) 「ｅコマース成功の秘訣とベストプラクティス」 

コマースドットアジアベンチャーズ 部長  エレナ・タン 氏 

(c) 「モバイルデジタルマーケティングの歴史とマレーシア・日本、アジアでの可能性」 
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GMOTECH㈱ 経営企画室 部長  猪野 佑一 氏 

(d)「NTT データとブロックチェーン貿易コンソーシアム」 

㈱エヌ・ティ・ティ・データ 金融事業推進部 技術戦略推進部システム企画担当 

部長  赤羽 喜治 氏 

(e) 質疑応答 /意見交換 

 

i. 第３回全体会議 

ハラール商品とハラルサービスのグローバル市場へのアクセス 

(a)「日本のムスリム市場に向けたハラール認証商品とサービス」 

 ㈱ブラヒムホールディングスマレーシア ダト・セリ イブラヒム・ハジ・アーメド 氏 

(b)「ｅコマース～グローバル市場に向けたハラール商品のオンライン販売」 

アラディングループ副社長  ローレンス・チョイ 氏 

(c)「キユーピーマレーシア ハラルビジネスへの挑戦」 

キユーピーマレーシア社 副社長  井上 佑志 氏 

(d)「ハラルマーケットをつなぐグローバル物流サービス」 

マレーシア日本通運㈱ シニアマネージャー  ロスラン・オズマン 氏 

(e)「北海道・帯広発 中小企業のケダ州との JICA 事業を通じたハラール食品の展開」 

帯広商工会議所 産業振興部長  武田 光史 氏 

(f)質疑応答 /意見交換 

 

（j）閉会挨拶    

日本マレーシア経済協議会 会長  佐々木 幹夫  

（k）議長総括  

 マレーシア日本経済協議会 会長  タン・スリ・アズマン・ハシム 氏 

＊会議終了後、歓迎夕食会を開催 

(a) 開会挨拶   マレーシア日本経済協議会 会長  タン・スリ・アズマン・ハシム 氏 

(b) 閉会挨拶           日本マレーシア経済協議会 副会長  大森 一夫  

 

ⅲ)  マレーシア・デジタルエコノミー公社（MDEC）への視察 

11月23日 

開催地：マレーシア・デジタルエコノミー公社／クアラルンプール／マレーシア 

マレーシア・デジタルエコノミー公社のアセアンデータエクスチェンジセンター（ADAX）を視察 

 

ⅳ)  マレーシア・ムスタパ国際通商産業大臣歓迎夕食会 

       ４月11日 

       開催地：ホテルニューオータニ「アッザレーア」（26名） 

 

a. 歓迎挨拶          日本マレーシア経済協議会 会長  佐々木 幹夫  

b. ご挨拶・乾杯   マレーシア国際通商産業省大臣 ダトゥ・セリ・ムスタパ・モハメド 氏 

マレーシア首相  ダトゥ・スリ・ナジブ・ラザク 氏 
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c. 食事・懇談 

d. 記念品交換・開会 

 

ⅴ)  「マレーシアにおけるビジネス機会」セミナー 

      ４月12日（590名） 

      駐日マレーシア大使館、マレーシア国際通商産業省 (MITI)、マレーシア投資開発庁 (MIDA)、マ

レーシア貿易開発公社 (MATRADE)主催と共催 

 

a. 開会挨拶           日本マレーシア経済協議会 副会長  大森 一夫 

b. 基調講演 マレーシア国際通商産業省 大臣  ダトゥ・セリ・ムスタパ・モハメド 氏 

c. 講演「日本企業によるマレーシアへの投資状況」 

日本貿易振興機構 クアラルンプール事務所長  梶田  朗 氏 

d. 講演                                  ローランド㈱ 社長  三木 純一 氏 

 

ⅵ)  ドクター・トゥンク・ムハマッド・ファイズ・ペトラ クランタン州スルタン主催ビジネス昼食

会 

       ９月16日 

       開催地：帝国ホテル東京「桐の間」（23名） 

       マレーシア投資開発庁（MIDA）東京事務所と共催 

 

a. 開会挨拶  

クランタン州スルタン ドクター・トゥンク・ムハマッド・ファイズ・ペトラ 氏 

b. 食事・懇談 

c. 講演  マレーシア国際通商産業省 大臣  ダトゥ・セリ・ムスタパ・モハメド 氏 

ローム・ワコー㈱ 名誉会長  吉岡 洋介 氏 

d. 記念品交換・閉会 

 

ⅶ)  ムスリム観光客対応セミナー 

 

a.  第５回できる一歩から始めるムスリムおもてなし（基礎編） 

５月30日 

IVYHALL ミルトス（115名） 

      (a)開会 

      (b)講演「重要なのは情報開示 一歩から始めるムスリムおもてなし」 

ハラールメディアジャパン㈱ 代表取締役  守護 彰浩 氏 

      (c)ハラール食品の試食 

      (d)質疑応答 

 

b. 第６回できる一歩から始めるムスリムおもてなし（超実践編） 

６月23日 

－136－



－87－ 

 

ぱんが佐竹店（116名） 

 

 (a)開会 

       (b)講演「重要なのは情報開示 一歩から始めるムスリムおもてなし」 

ハラールメディアジャパン㈱ 代表取締役  守護 彰浩 氏 

 

c.  第７回できる一歩から始めるムスリムおもてなし（マーケティング編） 

７月25日 

リビエラ東京ガーデンフォレスト（65名） 

(a)開会 

(b)講演「重要なのは情報開示 一歩から始めるムスリムおもてなし」 

ハラールメディアジャパン㈱ 代表取締役  守護 彰浩 氏 

      (c)ハラール食品の試食 

      (d)質疑応答 

 

d.  第８回できる一歩から始めるムスリムおもてなし（ムスリム観光客の気分でまわる浅草ツ

アー）」 

９月21日 

台東区浅草周辺 

浅草 すし賢、麺亭 成田屋 浅草本店、Otaco（オタコ）、浅草スパークル、 

常盤堂雷おこし本舗、増田園総本店、ケバブファクトリー浅草店、セカイカフェ（15名） 

 

e.  第９回できる一歩から始めるムスリムおもてなし（基礎編＋ムスリム留学生との交流会） 

10月26日 

リビエラ東京（30名） 

 

(a)開会 

       (b)講演「重要なのは情報開示 一歩から始めるムスリムおもてなし」 

フードダイバーシティ㈱ 代表取締役  守護 彰浩 氏 

       (c)ハラール食品の試食 

       (d)留学生のパネルディスカッション 

 (e)懇談 

 

f.  第10回できる一歩から始めるムスリムおもてなし（ハラール×ベジタリアン＋交流会） 

12月19日 

リビエラ東京（40名） 

 

(a)開会 

        (b)協賛企業紹介 

(c)講演 
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ⅰ.「ハラール」の基礎 

フードダイバーシティ㈱ 代表取締役  守護 彰浩 氏 

ⅱ.「ベジタリアン」の基礎 

㈱ベジインフォジャパン 代表取締役  宮﨑 恭一 氏 

ⅲ.「食の禁忌に配慮した食事でのおもてなし対応策」ベジタリアン～ハラール対応 

フードダイバーシティ㈱ 代表取締役  守護 彰浩 氏 

      ㈱ベジインフォジャパン 代表取締役  宮﨑 恭一 氏 

        (d)ベジタリアン×ビーガン×ハラールを実感し、ハイブリット型に対応するメニューのご紹介

と試食 

        (e)テーブル別ディスカッション 

 

g.  第11回できる一歩から始めるムスリムおもてなし（実践リビエラ編） 

３月６日 

リビエラ東京（34名） 

(a)  開会 

        (b)  講演                  フードダイバーシティ㈱ 代表取締役  守護 彰浩 氏 

        (c)  メニューのご紹介              ㈱リビエラ 取締役総料理長  岡野 信司 氏 

        (d)  試食・懇談 

        (e)  質疑応答 

 

ⅷ)  関係機関への協力 

          ２月８日（100名） 

駐日マレーシア大使を囲む「新春の集い」（(公社)日本マレーシア協会主催） 

大森 一夫 副会長 出席 挨拶 

 

（8） 日比経済委員会 

 

ⅰ)  第36回日比経済合同委員会日本代表団結団式 

２月９日（36名）  

 

a．開会挨拶                         日比経済委員会 代表世話人  朝田 照男 

b．講演 

（a） 最近のフィリピン情勢と日比関係 

    外務省 南部アジア部 南東アジア第二課 課長  宮本 新吾 氏 

（b） フィリピンの経済状況 

経済産業省 通商政策局 アジア大洋州課 参事官（大洋州担当） 増井 国光 氏 

c．第36回合同委員会について 

（a） 両国代表団 

（b） 日程・議題等 

－138－



－89－ 

 

（c） 開催経費等 

 

ⅱ)  ドゥテルテ フィリピン共和国大統領表敬訪問 

２月21日 

朝田照男 代表世話人（丸紅㈱取締役会長）、小林健 代表世話人（三菱商事㈱取締役会長）、 

芝田浩二 ANA ホールディングス㈱上席執行役員、羽田浩二 駐フィリピン共和国日本大使、白石

浩 フィリピン日本人商工会議所会頭（フィリピン住友商事会社社長）らがフィリピン大統領府（マ

ラカニアン宮殿）へロドリゴ・ドゥテルテ大統領を表敬訪問した。 

        その後、マラカニアン宮殿で開催されたウェルカムレセプションに日比双方から約100名が参加

した。 

 

ⅲ)  第36回日比経済合同委員会 

２月22日（171名） 

日本側：84名 

フィリピン側：87名 

開催地：フィリピン・マニラ／ニューワールドマカティホテル「ボールルーム１＆２」 

 

a．開会挨拶                   比日経済委員会 委員長  アニセト・サルード 氏 

日比経済委員会 代表世話人  朝田 照男 

b．両国首脳メッセージ 

c. 基調講演           フィリピン共和国 国家経済開発庁 長官  アーネスト・ペルニア 氏 

d．第１回全体会議：Financing the ‘Build  Build  Build’Program 

 

（a）「フィリピン側講演」 

BDO キャピタル・アンド・インベストメント社 社長  エドゥアルド・フランシスコ 氏 

（b）「日本側講演」 

 (独)国際協力機構 フィリピン事務所長  伊藤 晋 氏 

 

e．第２回全体会議：Participating in the ‘Build  Build  Build’ Program 

 

（a）「フィリピン側講演」 

    EEI コーポレーション 社長兼 CEO  ロベルト・ホセ・カスティーリョ 氏 

（b）「日本側講演」 

日立アジア フィリピン支店長  清水 光彦 氏 

（c）「日本側講演」 

       長大フィリピン・コーポレーション 社長  加藤 聡 氏 

（d）「日本側講演」 

    日本航空㈱ 取締役会長  大西 賢 氏 

（e）「フィリピン側講演」 

    メトロパシフィックグループ 会長  マヌエル・パンギリナン 氏 
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f. 来賓講演                          フィリピン共和国 運輸大臣  アーサー・ツガデ  氏 

g．閉会挨拶                      日比経済委員会 代表世話人  朝田 照男  

 比日経済委員会 委員長  アニセト・サルード 氏 

h．比日経済委員会主催カクテルレセプション（２階「グラスハウス」） 

i. 羽田駐フィリピン日本大使との夕食会（大使公邸）  

           

ⅳ)  河井克行・内閣総理大臣補佐官との意見交換会 

７月７日（日比経済委員会所属企業の実務レベル担当者22名が出席） 

河井補佐官が６月上旬にフィリピンを訪問し、ドゥテルテ大統領をはじめとする主要閣僚と意

見交換を行った内容について報告を受けた後、各社からフィリピンでの事業活動や日本政府に支

援を期待する事柄等について発言があった。 

 

ⅴ)   Philippines Economic Briefing 2017 

         ９月26日（380名） 

          朝田代表世話人から開会の挨拶があった後、ドミンゲス財務大臣を始めとするフィリピン政

府の主要経済閣僚およびエスペニラ中央銀行総裁などから、最新の経済・金融・財政動向に加

え、税制改革や規制緩和・外国投資誘致促進等の説明があった。閣僚らは、フィリピンの経済

成長持続に向け、地下鉄整備等、日本の技術を発揮できるインフラプロジェクトへの日本企業

の積極的な参画を求めた。 

 

ⅵ)  後援 

10月17日 「日本-フィリピン・ビジネス投資フォーラム2017」 

        ３月28日 「フィリピン経済フォーラム」 

 

（9）  日豪経済委員会 

 

ⅰ)  幹事会 

６月９日（22名） 

a.「最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  杉浦 正俊 氏 

b.「最近の豪州経済概況」 

経済産業省 通商政策局 アジア大洋州課 参事官  増井 国光 氏 

c. 第55回日豪経済合同委員会会議の準備状況について 

 

１月29日（23名） 

a.「オーストラリア経済と日本企業の動向」 

（独）日本貿易振興機構 総括審議役（国際展開支援担当）  平野 修一 氏 

b. 第42回日豪／豪日経済委員会運営委員会について 

c. 第56回日豪経済合同委員会会議について 

d. その他 
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ⅱ)  日豪／豪日経済委員会運営委員会 

10月９日（34名）＜第41回＞ 

日本側：14名 

豪州側：20名 

開催地：東京／帝国ホテル 

 

a. 第55回日豪経済合同委員会会議の日程・議題 

b. 第56回日豪経済合同委員会会議の日程・開催地について 

c. 第42回日豪／豪日経済委員会運営委員会(ＴＶ会議)の日程 

d. 両国の政治経済情勢 

 

３月20日（25名）＜第42回＞ 

日本側： ８名 

豪州側： 17名 

開催地：東京～メルボルン、シドニー、パース、シンガポール（テレビ／電話会議） 

 

a. 第56回日豪経済合同委員会会議の日程・議題 

b. 第56回日豪経済合同委員会会議の日程 

c. 講演「日本からの対豪Ｍ＆Ａの最新動向」 

d. 日豪両国の経済・政治情勢 

 

ⅲ)  平成29年度総会兼第55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３階 

 

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 アジア大洋州局局長  金杉 憲治 氏 

経済産業省 通商政策局 アジア大洋州課 課長補佐  荒川 正頼 氏 

c. 第55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29年度総会について 

 

ⅳ)  第55回日豪経済合同委員会会議 

10月８日～10日（372名） 

日本側：211名 

豪州側：161名 

開催地：東京／帝国ホテル 
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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 

（安倍首相メッセージ代読）駐オーストラリア日本大使  草賀 純男 氏 

（豪州首相メッセージ代読）駐日オーストラリア大使  リチャード・コート 氏 

 

b. 第１回全体会議 基調講演「保護主義が台頭する世界での日豪両国関係」 

基調スピーカー： 

熊本県立大学 理事長、(公財)ひょうご震災記念２１世紀研究機構 理事長 

五百旗頭  真 氏 

 

c. 第２回全体会議 「日豪両国での有望分野における相互投資の事例」 

スピーカー： 

カゴメ㈱ 取締役専務執行役員 経営企画本部長  渡辺 美衡 氏 

        Goodman Limited, Head of Asia, Paul McGarry 氏 

 

d. 第３回全体会議「資源開発の効率化と新エネルギー」 

スピーカー： 

住友電気工業㈱ 執行役員 研究開発本部 副本部長     

 エネルギーシステム事業開発部 次長  徳丸 亀鶴 氏 

BHP Vice President Freight, Rashpａal Bhatti 氏 

 

e.  第４回全体会議「金融分野」 

Part１（金融機関の視点―破壊的技術革新をどう見るか） 

スピーカー：Macquarie Asset Management, GlobalHead Shemara  Wikramanayake 氏 

Part２（ベンチャー企業の視点―あたら金融サービスの台頭） 

  マネーツリー㈱ 代表取締役  ポール・チャップマン 氏 

 

f. 第５回全体会議 次世代リーダーズセッション 

パネルディスカッション「Ｗｈａｔ‘Ｓ ｎｅｘｔ？ビジネス上の課題とチャンス」 

～2030年の職場環境、ジェネレーションＺ、文化とソフトパワー～ 

パネリスト：                             

サイボウズ㈱ 社長  青 野 慶 久 氏 

MIZUHO Financial Group, Inc Senior Advisor，Grobal Tslent Developｍment, Debra Hazelton  氏 

                     ㈱カカクコム 取締役、「食べログ」創設者  村 上 敦 浩 氏 

 

g. 特別講演「未来社会の実現―イノベーションとＡＩを活用して」～破壊的技術革新の光と影～ 

スピーカー：内閣府 総合科学技術・イノベーション会議 常勤議員  久間 和生 氏 
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h. 第６回全体会議 パネルディスカッション「日豪ビジネスの将来像」 

パネリスト： 

日本航空㈱ 代表取締役副社長執行役員  藤田 直志 氏 

 ANU JAPAN INSTITUTE, Director Jenny Corbett 氏 

Terra Drone㈱ 社長  徳重   徹 氏 

 

l. 最終全体会議 

閉会挨拶・共同声明 

 日豪経済委員会 会長  三村 明夫     

第56回合同会議の日程・会場について 

豪日経済委員会 会長 サー・ロッド・エディントン 氏 

 

ⅴ) EPA 活用小委員会 

 

６月15日（98名）  第１回オーストラリア就労ビザ改正セミナー 

開催地：東京／丸の内二丁目ビル 

 

a. オーストラリア就労ビザ（457）の廃止・改正について 

 AOM ビザコンサルティング 代表  足利 弥生 氏 

 FCB Smart Visa Head of Migration  ジェイコブ・ワイリー 氏 

 

b. 英語試験 IELTS の概要 

 (一財)日本スタディ・アブロード・ファンデーション 理事  根上 洋介 氏 

 

７月14日（20名） EPA 活用小委員会  

開催地：東京／丸の内二丁目ビル３階 

 

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  赤星  康   

b. 報告「2016年度 EPA 活用小委員会 活動報告」 

c. 議事「2017年度 EPA 活用小委員会 スケジュール案」  

d. 討議・意見交換  

 

７月27日（78名）第２回オーストラリア就労ビザ改正セミナー  

開催地：東京／丸の内二丁目ビル 

 

a. オーストラリア就労ビザ（457）の廃止・改正における７／１の変更点について 

AOM ビザコンサルティング 代表  足利 弥生 氏 
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８月30日（51名）  セミナー：豪州ビジネス 成功へのヒント（食品・農業編） 

開催地：東京／丸の内二丁目ビル 

 

a. オーストラリア・ビクトリア州の食品・農業ビジネス概観 

オーストラリア・ビクトリア州政府東京事務所 投資担当マネージャー  関   敏久 氏 

 

b. 豪州におけるフードバリューチェーン：日本と豪州でしか出来ない取組について  

   農林水産省 大臣官房国際部 国際地域課 国際専門官  大橋 貴則 氏 

 

c. 豪州での進出事例紹介 

(a) 豪州でのトマト原料事業と今後の展望 

       カゴメ㈱ 取締役 専務執行役員 経営企画本部長  渡辺 美衡 氏 

(b) 豪州への醤油の輸出と日本産食品の可能性 

 弓削多醤油㈱ 代表取締役  弓削多 洋一 氏 

 

d. ネットワーキング・立食懇親会 

 

12月20日（47名） 

セミナー：豪州ビジネス 成功へのヒント（サービス・ＩＴ・イノベーション編） 

開催地：東京／コンファレンススクエア エムプラス 

 

a. オーストラリア・クィーンズランド州のビジネス概観 

オーストラリア クィーンズランド州政府事務所 駐日事務所 駐日代表  安達  健 氏 

 

b. パネルディスカッション：豪州クィーンズランド州への進出事例紹介 

(a) クィーンズランド州における弊社の展開について 

ソフトバンク㈱ グローバル営業本部 新規事業統括部 統括部長  工藤 公正 氏 

(b) 豪州クィーンズランド州におけるチャイルドケア事業展開について 

  グローバルスカイ㈱ 代表取締役  永田   幸 氏 

(c) 現地コンサルティング会社の視点からみた、日本企業による事業進出の盲点と成功のための課

題 

  J-ABC 社長  木名瀬 晴彦 氏 

c. ネットワーキング・立食懇親会 

 

ⅵ)  日豪次世代リーダーズプログラム 

４月10日  コート大使との交流会（25名） 

開催地：東京／オーストラリア大使公邸 

５月11日～ 電話会議（年間累計10回以上開催） 

開催地：東京／マッコーリー・グループ・ジャパン東京オフィスなど 
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６月30日  New Colombo Plan（NCP）学生との合同セッション（20名） 

開催地：東京／パソナグループ Global Salon 

10月７日   次世代プログラム懇親交流会 開催地：東京／和食えん汐留店（24名） 

10月８日  次世代リーダーズラウンドテーブル 開催地：東京／帝国ホテル（33名） 

11月９日  New Colombo Plan（NCP）学生との合同セッション（20名） 

開催地：東京／東京都市大学 夢キャンパス 

12月５日  2018年度企画会議（９名） 

開催地：東京／丸の内二丁目ビル 

 

ⅶ)  その他の会議・イベント 

６月14日  オーストラリア・ニュージーランド両大使との交流イベント（共催）（143名） 

                 開催地：六本木ヒルズ 

（主催：在日オーストラリア商工会議所・在日ニュージーランド商工会議所、日豪経

済委員会） 

６月28日  豪州就労ビザ改正に関する改善要望書提出（東商、日商、日豪経済委員会連名：豪州

首相宛） 

７月25日  日豪通商協定署名６０周年記念レセプション（130名） 

開催地：東京／ザ・ペニンシュラ東京 

      ８月22日  グラディス・ベレジクリアン ニューサウスウェールズ州首相基調講演および朝食会 

（80名） 開催地：東京／コンラッド東京 

（主催：在日オーストラリア商工会議所・在日ニュージーランド商工会議所 後援：

日豪経済委員会） 

８月30日 「日豪スポーツラウンドテーブル」（39名） 

開催地：埼玉スタジアム・ラフレさいたま 

10月４日  コート駐日豪州大使主催昼食会   

10月４日  豪州就労ビザ改正に関する改善要望書提出（２回目） 

（東商、日商、日豪経済委員会、全豪日本商工会議所連合会連名：豪州移民・国境保

全大臣宛） 

10月10日 「豪州スポーツビジネス朝食会～豪スポーツ委員会会長講演～」（68名） 

開催地：ザ・ペニンシュラ東京 

12月21日  オセアニア最新経済動向セミナー 

(主催：（独)日本貿易振興機構、後援：日豪経済委員会) 

１月18日  マルコム・ターンブル オーストラリア首相閣下 歓迎昼食会（175名） 

開催地：東京／ザ・プリンスパークタワー東京 

２月６日 「準天頂衛星システム(QZSS)産業利用に関する日豪ワークショップ」 

(主催：（独)日本貿易振興機構、後援：日豪経済委員会)(約130名) 

２月８日 「準天頂衛星システム(QZSS)産業利用に関する日豪ワークショップ」(主催)(約60名) 

開催地：豪州メルボルン・インベスト・センター・ビクトリア 

 

ⅷ) 表敬・懇談 
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４月17日  松永一義 新在メルボルン日本国総領事館総領事の三村会長表敬 

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長表敬 

４月19日  スティーブン・チョーボー豪州連邦貿易・投資・観光大臣と三村会長の会談 

８月22日  グラディス・ベレジクリアン ニューサウスウェールズ州首相による三村会長表敬 

９月21日  クーパー駐日豪州公使と青山事務総長の面談 

９月27日  ビル・ショーテン豪州労働党党首による三村会長表敬 

10月２日  ブルース・ミラー前駐日オーストラリア大使と三村会長の面談 

10月６日  三菱商事オーストラリア坪沼社長、広田シドニー支店長の三村会長表敬 

10月８日  ステファニー・フェイ豪州貿易促進庁長官と三村会長の面談 

10月８日  草加純男 駐オーストラリア特命全権大使と三村会長の面談 

10月10日  マティアス・コーマン豪州連邦政府予算大臣の三村会長表敬 

１月19日  草加純男 駐オーストラリア特命全権大使と三村会長の面談 

３月８日  日豪若手政治家交流プログラム 青山伸悦日豪経済委員会事務総長との面談 

 

（10）日本ニュージーランド経済委員会 

 

ⅰ)   幹事会 

６月１日 （14名） 

開催地：東京／丸の内二丁目ビル３階 

 

a. 「最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 課長  杉浦 正俊 氏 

b. 「最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 参事官  増井 国光 氏 

c. 第44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29年度総会兼第44回日本ニュージーランド経済人会議日本代表団結団式 

11月７日 （24名） 

        開催地：東京／コンファレンススクエア エムプラス 

 

a. 開会挨拶 

                    日ＮＺ経済委員会 日本側委員長  進藤 清貴     

b. 来賓ブリーフィング 

外務省 アジア大洋州局 参事官  志水 史雄 氏 

経済産業省 通商政策局 アジア大洋州課 参事官  増井 国光 氏 

c. 第44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29年度総会 

 

ⅲ)   第44回日本ニュージーランド経済人会議 

11月20日～22日（134名） 
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        日本側：69名 

        NZ 側：65名  

       開催地：大阪／スイスホテル南海大阪 

 

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 

在ニュージーランド日本大使  髙田 稔久 氏 

駐日ニュージーランド大使 Stephen  Payton  氏 

 

b. 第１回全体会議「両国経済情勢とＴＰＰ」 

スピーカー： 

(日本側)（独）日本貿易振興機構 副理事長  赤星  康 氏 

 (ＮＺ側)BusinessNZ, Chief Executive, Kirk Hope 氏 

 

c. 第２回全体会議「インフラストラクチャーと投資」 

スピーカー： 

(日本側)               ㈱大林組 土木本部本部長室 部長  安藤 賢一 氏 

(ＮＺ側)       ATEED, General Manager, Business Attraction ＆ Investment, 

Dean Vutchers  氏 

(ＮＺ側)          Wellington City Council, Councillor ＆Portfolio Leader,

economic Development   Simon Marsh  氏 

 

d. 第３回全体会議「製造業」 

スピーカー： 

(日本側)  ダイキン工業㈱ グローバル戦略本部 副本部長  余語 洋 氏 

(ＮＺ側)   Fonterra Japan, President & Representative  Director, 

Yasuhiro Saito  氏 

 

e. 第４回全体会議「食品・農業」 

スピーカー： 

(日本側)     農業生産法人 葡萄専心㈱ ＮＺプロジェクトマネージャー   

風間 正利 氏 

(ＮＺ側)                          Tatua, President,  ShinMitarai 氏 

 

f. 第５回全体会議「科学技術」 

スピーカー： 
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(日本側)      岩谷産業㈱ 常務執行役員 中央研究所長     宮崎 淳 氏 

(ＮＺ側)Venture Southland, 

General Manager Business & Strategic Projects, Stephen Canny 氏 

 

g. 第６回全体会議「スポーツ外交」 

スピーカー： 

(日本側)  アジアラグビー 会長、 

(公財)ラグビーワールドカップ2019組織委員会 事務総長特別補佐 

  徳増 浩司 氏 

(ＮＺ側)   New Zealand Rugby,Chief Commercial Officer, Nick Brown 氏 

 

h. 最終全体会議 

共同声明採択 

閉会挨拶  

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     

第45回会議の日程・開催地について 

 

ⅳ) その他の会議・イベント 

５月17日  イングリッシュ首相歓迎昼食会 日本側経済界を代表して進藤委員長がスピーチ 

11月20日 「中堅・中小企業のためのニュージーランド・ビジネスセミナー」(共催)(90名) 

開催地：大阪／スイスホテル南海大阪 

12月21日  オセアニア最新経済動向セミナー 

(主催：（独）日本貿易振興機構、後援：日本ニュージーランド経済委員会) 

 

ⅴ) 表敬・懇談 

４月10日 スティーブン・ペイトン駐日ニュージーランド大使の三村会頭表敬 

５月29日 ケネディ日 NZ経済委員会 NZ側委員長と赤木剛日 NZ 事務総長の懇談 

 

（11）  日智経済委員会 

 

ⅰ) 平成29年度日智経済委員会日本国内委員会総会 

１月９日（紙上総会） 

平成28年度事業報告（案）・収支決算（案）ならびに平成29年度事業計画（案）・収支予算（案）

の承認の件 

 

ⅱ) 表敬・懇談 

      ４月10日 日本チリ協会・日本ペルー協会朝倉会長の大下事務総長表敬 

      ４月12日 平石好伸 新駐チリ日本大使の三村会頭表敬 

      ６月30日 グスタボ・アジャレス駐日チリ共和国大使の三村会頭表敬 
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ⅲ) その他の会議・イベント 

      ４月１日～日本・チリ修好120周年記念事業募金 

（藝大コンサート、日本庭園改修等、７重要事業へ協力） 

８月21日  合同実務レベル会合（日亜・日ペルー共催） 

10月18日  フレイ元大統領を迎えてのチリ・ビジネスセミナー「120年間共に歩んだ日智の歴史、

そして今後の展望」（共催） 

       11月10日  コントロール・リスクス・グループ社ギート・アールバース氏講演会(主催) 

       12月６日   日本チリ修好120周年記念講演会「日本とチリの二国間ビジネス関係の今後」 

       （共催）（34名） 

             講演者：国立サンチャゴ大学 教授  セサル・ロス 氏 

       12月21日  駐中南米地域日本国大使懇談会 小林委員長が発言 

      １月30日   講演会「チリの政権交代：ラテンアメリカ的文脈におけるチリの事例」（23名） 

             講演者：デサロージョ大学 教授  ゴンザロ・ミュレル 氏 

      ２月23日  バチャレ大統領主催昼食懇談会 日本側経済界を代表して小林委員長がスピーチ 

 

（12）  日亜経済委員会 

 

ⅰ)  平成29年度日亜経済委員会総会 

      １月９日（紙上総会） 

 

a. 平成28年度事業報告（案）・収支決算（案）ならびに平成29年度事業計画（案）・収支予算（案）

の承認の件 

 

ⅱ)  日亜経済委員会 実務レベル会合  

８月21日  共同実務レベル会合 開催地：丸の内二丁目ビル３階（28名） 

 

a. アルゼンチンにおける企業管理・経営事情について 

  アルゼンチン・トヨタ 元社長  勝田 富雄 氏 

10月３日  エルナン・マルティン・ペレス・レドラド元アルゼンチン中央銀行総裁との 

懇談会（29名） 

開催地：東京／コンファレンスクエア エムプラス 

 

ⅲ) 表敬・懇談 

      ５月16日  亜日経済委員会マチャード委員長の表敬訪問（事務局対応） 

      ７月19日  アラン・ベロー駐日アルゼンチン共和国大使の三村会頭表敬 

      ９月20日  南米駐日４大使（アンドレ・アラーニャ・コヘーア・ド・ラーゴ駐日ブラジル大使、

アラン・ベロー駐日アルゼンチン大使、エドゥアルド・ブズー駐日ウルグアイ大使、

ナオユキ・トヨトシ駐日パラグアイ大使）の三村会頭表敬 

       12月18日  福嶌教輝 在アルゼンチン日本大使の三村会頭表敬 
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１月30日  亜日経済委員会マチャード委員長の表敬訪問（事務局対応） 

 

ⅳ) その他の会議・イベント 

      ５月19日 （マクリ大統領訪日に伴い）日本・アルゼンチン経済フォーラム 

（（独）日本貿易振興機構との共催）（470名） 

       11月７日  アラン・ベロー駐日アルゼンチン共和国大使講演会 

「アルゼンチンと日本の戦略的関係強化に向けて」 

（主催：（一社）ラテンアメリカ協会、後援：日亜経済委員会） 

11月10日  コントロール・リスクス・グループ社ギート・アールバース氏講演会 

「ラテンアメリカ事業展開における機会とリスク～2018年は転機の年になるか？」 

（（一社）ラテンアメリカ協会との共催） 

11月30日  日本ブラジル経済委員会企画部会／日亜経済委員会実務レベル会合（協力）（40名） 

２月16日  石田直裕 駐パラグライ日本大使講演会 

「パラグアイの最近の政治・経済情勢について」 

（主催：（一社）ラテンアメリカ協会、後援：日亜経済委員会） 

２月21日  駐中南米地域日本国大使懇談会 小林委員長が発言 

３月19日  日本ブラジル経済委員会企画部会／日亜経済委員会実務レベル会合（協力）（35名） 

 

（13）  日本ペルー経済委員会 

 

ⅰ) 平成29年度日本ペルー経済委員会総会 

       12月25日（紙上総会） 

 

a. 平成28年度事業報告（案）・収支決算（案）ならびに平成29年度事業計画（案）・収支予算（案）

の承認の件 

 

ⅱ) その他の会議・イベント 

      ６月１日  槍田委員長のクチンスキー大統領表敬 

      ８月21日  合同実務レベル会合（28名） 

11月10日  コントロール・リスクス・グループ社ギート・アールバース氏講演会 

      （（一社）ラテンアメリカ協会との共催） 

１月25日  ハロルド・フォルサイト駐日ペルー共和国大使講演会（52名） 

「ペルーと日本：グローバルチャレンジに向けた取り組み」 

２月21日  株丹達也前駐ペルー日本大使帰朝講演会「ペルーの最新情勢について」（43名） 

    

(14)日本エジプト経済委員会 

 

ⅰ) 表敬 

５月19日  アリ・アブデルアール エジプト・アラブ共和国代議院議長一行による小澤委員 

長表敬 
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７月28日  アハメド・ザへイル エジプト投資・経済特区庁 欧州・アジア・アメリカ地域 PR

ダイレクター一行による西谷事務総長表敬 

      

ⅱ) セミナー 

       12月19日  日本・エジプト ビジネスフォーラム 

                 参加者：130名 

 

ⅲ) 懇談会 

12月19日  サハル・ナスル エジプト・アラブ共和国投資・国際協力大臣率いる訪日団との 

夕食懇談会 

               参加者：20名 

 

ⅳ)  視察会 

       12月20日  アハメッド・シハーブエルディン投資・経済特区庁副長官率いる訪日団による、 

             新日鐵住金鹿島製作所と茨城県神栖市への訪問 

                  参加者：11名 

    

（15）  日西経済委員会 

 

ⅰ)  第26回日本・スペイン経済合同会議（兼 投資セミナー） 

４月６日 

参加者：約480名（日本側約350名、スペイン側130名） 

開催地：東京（帝国ホテル） 

 

a. 開会式                    

挨拶  

日西経済委員会 委員長  佐々木 幹夫     

  西日経済委員会 委員長  ホセ・マヌエル・エントレカナレス 氏 

祝辞  

日本経済団体連合会 会長  榊原 定征 氏 

                 スペイン商業会議所 会頭  ホセ・ルイス・ボネ 氏 

                           外務･協力大臣  アルフォンソ･マリア･ダスティス･ケセド 氏 

内閣府特命担当大臣（経済財政政策）  石原 伸晃 氏 

祝辞 

     スペイン王国 フェリペ６世国王陛下     

 

b. 第１回全体会議「インフラにおけるグローバルな協力」 

議事進行： 

ICEX 理事長  フランシスコ・ガルソン 氏 

スピーカー：  
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 三菱商事㈱ 執行役員インフラ事業本部長   中川 哲志  氏 

                CAF 会長  アンドレス・アリスコレタ 氏 

           日本電気㈱ グローバルユニット主席技師長  久木田 信哉 氏 

c. 第２回全体会議「緊密な連携への新たな取り組み」 

議事進行： 

日本貿易振興機構 理事  米谷 光司 氏 

スピーカー： 

    三井物産㈱ 常務執行役員 鉄鋼製品本部長  勝 登 氏 

       GESTAMP アジア部門財務統括  アントニオ・ロペス・アルセ 氏 

                 Iberia ディレクター（アジア）  ミゲル・ナバロ 氏 

d. 第３回全体会議「ビジネススクールと人材育成」 

議事進行： 

スペイン商業会議所 国際部長  アルフレッド・ボネ 氏 

スピーカー： 

   IE ビジネススクール 国際開発部長  マル・ウルタド・デ・メンドサ 氏 

IESE ビジネススクール ディレクター 北東アジア事業開発  加賀谷 順一 氏 

一橋大学／Berge 社 

一橋大学准教授・国際教育センター長  阿部  仁 氏 

Ｂｅｒｇ 社 広報担当取締役  ホアキン・エウラテ 氏 

e. 閉会式 

挨拶   

商務担当副大臣  マリア・ルイサ・ポンセラ 氏 

日本貿易振興機構 副理事長  赤星  康 氏 

閉会挨拶   

西日経済委員会 委員長  ホセ・マヌエル・エントレカナレス 氏 

日西経済委員会 委員長  佐々木 幹 夫   

 

f. 日西経済委員会主催レセプション 

 

ⅱ)  共催 

９月28日～29日 京都スマートシティエキスポ2017 

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17団体） 

 

ⅲ)  表敬 

５月15日 ゴンサロ・デ・ベニート・セカデス 駐日スペイン大使の石田専務理事表敬 

３月８日 スペイン・ムルシア州代表団の会議所訪問（事務局対応） 

 

（16）  日本・カナダ商工会議所協議会 

 

ⅰ)  第３回日本・カナダ商工会議所協議会合同会合 
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４月７日（100名） 

日本側：73名 

カナダ側：27名 

開催地：ウェスティンホテル仙台（宮城県仙台市） 

 

a. 開会式 

開会挨拶 

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 

歓迎挨拶 

宮城県知事 村井 嘉浩 氏 

仙台市長 奥山 恵美子 氏 

仙台商工会議所 会頭 鎌田 宏 氏 

来賓挨拶 

駐カナダ日本大使 門司 健次郎 氏 

駐日カナダ大使 イアン・バーニー  氏 

b. 基調講演「大震災からの復興と産学連携～東北大学の取組～」 

東北大学 総長 里見 進 氏 

c. パネルディスカッション①「科学技術協力～イノベーション」 

モデレーター： 

㈱ユアテック 取締役会長 矢作 保雄 氏 

パネリスト： 

亀田製菓㈱ お米研究所主任研究員 渡辺 紀之 氏 

 The University of Tokyoand TRIUMF，KavlilPMU，Project Assistant Professor MarkHartz 氏 

高エネルギー加速器研究機構 研究支援戦略推進本部 国際連携推進室長 小林 富雄 氏 

㈱エフコム 経営企画室長 山川 克広 氏 

iSpace Inc, Engeneering  Manager John Walker 氏 

㈱ASA コミュニケーションコミュニティ 担当執行役員 田坂 克郎 氏 

d. パネルディスカッション②「“貿易・投資促進、ビジネス環境整備”」 

モデレーター： 

日本貿易振興機構 副理事長 赤星 康 氏 

パネリスト： 

カナダ商工会議所 会頭 ペリン・ビーティー 氏 

西村あさひ法律事務所 弁護士・パートナー 前田 博 氏 

Island  Timberlands，President and CEO Darshan Sihota 氏 

本田技研工業㈱ 渉外部担当部長 村岡 直人 氏 

e. 特別セッション 

講演①「東日本大震災からの復興の進展」 

内閣官房参与（元復興庁事務次官） 岡本 全勝 氏 

講演②「カナダ－東北復興プロジェクト」 
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BCWOOD 日本代表 ジム・アィバンオフ 氏 

講演③「東北発ベンチャーとイノベーション」 

（一社）MAKOTO 代表理事 竹井 智宏 氏 

 

f. パネルディスカッション③「観光・教育交流と人材育成」 

モデレーター： 

関西学院大学教授（前駐日カナダ大使） マッケンジー・クラグストン 氏 

パネリスト： 

Destination Canada，Managing Director 半藤 将代 氏 

国際大学 常務理事 篠田 文治 氏 

Seneca College，Director Consulting and Learnig Services Hadi Shaheen 氏 

東北観光推進機構 専務理事推進本部長 紺野 純一 氏 

エア・カナダ 日本代表 ワイス 貴代 氏 

 

g. 閉会 

閉会挨拶 

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    

  

ⅱ)  平成29年度総会 

臨時総会 

５月１日（紙上総会） 

定時総会 

３月９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．報告  平成29年度活動報告について 

c．議件  (a)平成29年度収支決算（見込）について 

(b)平成30年度活動計画（案）について 

(c)平成30年度収支予算（案）について 

d．講演 「最近の両国の関係および企業の進出状況について」 

外務省 北米局 北米第二課長 孫崎 馨 氏 

在日カナダ大使館 参事官 アンドレア・クレメンツ 氏 

 

ⅲ)  主催イベント 

a．12月13日  最新カナダ事情セミナー／昼食懇談会 

b．３月９日  “Japan” in Canada 特別セミナー・レセプション 

 

ⅳ)  共済・後援・協力 

a．10月24日 自由貿易とカナダの自動車業セミナー 
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b．11月６日～７日  カナダ官民パートナーシップ協議会年次大会 

c．11月９日 カナダエネルギー貯蔵セミナー 

d．11月27日  オンタリオ州マーカム市長及び南オンタリオマーケティング連盟来日レセプ

ション 

e．11月30日   スマート・マニュファクチャリング／産業用 IoT カナダ・ビジネス使節団との

B2B 面談会 

 

ⅴ)  面談・懇談 

a. ５月25日  フランソワフィリップ・シャンパーニュ国際貿易大臣と槍田会長との面談 

b. ８月15日  ジョナサン・Ｔ・フリード元駐日カナダ大使と槍田会長との面談 

c．10月２日  伊藤恭子駐トロント日本総領事の槍田会長表敬（着任挨拶） 

d. 10月25日  石兼公博駐カナダ日本大使の槍田会長表敬（着任挨拶） 

e. 11月29日  門司健次郎駐カナダ日本大使の槍田会長表敬（着任報告） 

 

ⅵ)  その他 

a. ５月20日  第３回合同会合共同声明発出 

 

（17）  日本・メコン地域経済委員会 

 

ⅰ） 総会兼勉強会および交流会 

５月31日（43名） 

東京商工会議所「会議室７」 

 

a. 開会挨拶                       日本メコン地域経済委員会 委員長  小林 洋一 

b. 平成29年度総会 

    (a) 委員異動一覧、委員名簿について 

    (b) 平成28年度事業報告（案）および収支決算（案）について 

    (c) 平成29年度事業計画（案）および収支予算（案）について 

    (d) その他 

c. 講演 

    (a) 「スー・チー政権、ミャンマービジネスの光と陰」 

MYANMAR JAPON CO．，LTD． CEO  永杉  豊 氏 

    (b) 「ベトナム経済環境の変遷について 過去～現在～未来」 

前駐ベトナム日本大使  深田 博史 氏 

d. 交流会                         

 

ⅱ)  「訪ミャンマー経済ミッション」結団式 

       10月３日（41名） 

 

a. 開会挨拶                     日本メコン地域経済委員会 委員長  小林 洋一 
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b. ミャンマーの政治・経済情勢に関するブリーフィング 

      (a) 「最近のミャンマー情勢及び日緬関係について」 

外務省アジア大洋州局南部アジア部 参事官  志水 史雄 氏 

(b) 「日本とミャンマーとの経済関係について」 

 経済産業省通商政策局アジア大洋州課 課長  岩田  泰 氏 

c. 訪ミャンマー経済ミッションについて 

    (a)  団長、副団長、事務総長について 

    (b)  日程等について 

    (c)  団費について 

    (d)  その他 

d. 閉会 

 

ⅲ)  訪ミャンマー経済ミッション 

      10月22日～25日 

       訪問地：ミャンマー連邦共和国 ヤンゴン、バガン（23名） 

         ミャンマー経済・社会への理解を深め、日本・ミャンマー両国間の経済関係を一層深化させ

ることを目的としてミッションを派遣。ミャンマー連邦商工会議所連合会（UMFCCI）との覚書

に基づき、第13回目となる「日本・ミャンマー商工会議所ビジネス協議会合同会議」をヤンゴ

ンで開催するとともに、ミャンマー政府要人への表敬訪問と、特徴ある観光資源を有する地方

都市バガンの視察を行った。 

 

ⅳ)   第13回日本・ミャンマー商工会議所ビジネス協議会合同会議 

       10月23日 

       ミャンマー連邦共和国商工会議所連合会ビル「メイン会議場」 

 

a. 開会式 

      (a) 基調演説            ミャンマー連邦共和国計画財務省 大臣  チョー・ウィン 氏 

      (b) 歓迎挨拶  ミャンマー連邦共和国商工会議所連合会 会頭  ゾー・ミン・ウィン 氏 

b. セッション１：ミャンマーの新投資法の現状と課題 

DICA 副長官  フィウ・ニン・ウット・イー 氏 

  西村あさひ法律事務所 ヤンゴン事務所代表  湯川 雄介 氏 

c. セッション２：中小企業・人材育成の促進 

  UMFCCI 執行委員  キン・マウン・ウー 氏 

  ㈱豊橋設計 代表取締役  内山 幸司 氏 

d. セッション３：新たな連携・協力分野 

UMFCCI 執行委員  イエ・ミン・マウン 氏 

㈱日立製作所 グローバル事業推進本部担当部長  笹部 泰男 氏 

日立造船㈱ プラント第２営業部 課長  森田 昌克 氏 

e. 共同声明 

f. 閉会式 
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日本メコン地域経済委員会 共同委員長  猫島 明夫   

ミャンマー連邦共和国商工会議所連合会 副会頭  マウン・マウン・レイ 氏 

g. 歓迎夕食会 

 

ⅴ)  「訪ベトナム経済ミッション」結団式 

       ３月１日 

       東京商工会議所「会議室Ａ」（28名） 

 

a.  開会挨拶 

b.  ベトナムの政治・経済情勢に関するブリーフィング 

        「最近のベトナム情勢及び日越関係について」 

外務省アジア大洋州局南部アジア部 参事官  志水 史雄 氏 

「日本とベトナムとの経済関係について」 

経済産業省通商政策局アジア大洋州課 課長  岩田  泰 氏 

c.  訪ベトナム経済ミッションについて 

d.  閉会 

 

ⅵ)   訪ベトナム経済ミッション 

         ３月11日～16日 

        訪問地：ベトナム社会主義共和国 ハノイ、ダナン、ホイアン、フエ（34名） 

日本・ベトナム両国間の経済関係を一層深化させることを目的としてミッションを派遣。ハ

ノイではティン国家副主席への表敬訪問、５回目となる計画投資省との協議会に加え、ベトナ

ム商工会議所との情報交換会を開催した。またダナンではトー・ダナン市人民委員会委員長へ

の表敬訪問、フエでは現地進出日系食品企業を視察したほか、ホイアンとフエでは世界遺産に

認定されている歴史遺産を見学した。 

 

ⅶ)  第５回ベトナム計画投資省（MPI）との協議会 

         ９月28日（82名） 

      a. 開会挨拶 

計画投資省 副大臣  グエン・ヴァン・チュン 氏 

日本メコン地域経済委員会 委員長  小林 洋一   

      b. セッション１「ベトナムにおけるビジネス環境整備上の課題について」 

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  辛島  裕 氏 

      c. セッション２ パート１「日本製造業から見たベトナム裾野産業への期待」 

キヤノン・ベトナム㈱ 調達部長  赤塚 康人 氏 

d. セッション２ パート２「ハイテク農業の将来性と課題」 

ティエン・ノン・グループ製品戦略部長（ハイテク農業関連会社）  

グエン・ゴック・フアン 氏 

e. 閉会挨拶 
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ベトナム計画投資省 副大臣  グエン・ヴァン・チュン 氏 

日本メコン地域経済委員会 共同委員長  猫島 明夫   

 

ⅷ) 懇談会セミナー 

       ４月13日  グエン・チー・ズン ベトナム計画投資大臣との懇談会（39名） 

       ４月27日  ヴィロード・スンダラー 新駐日ラオス大使 歓迎昼食会（14名）  

       ５月11日   日本－ベトナム ビジネスミーティング（160名）  

       ７月26日  ミャンマー新投資法・解説セミナー（89名） 

       ８月２日   最新ベトナム情勢セミナー（約50名） 

        11月15日  ラオス現地事情セミナー（90名） 

        11月22日   ミャンマービジネスフォーラム・ビジネスマッチング 

（日本アセアンセンターとの共催）（239名）  

        11月27日   第３回 ミャンマー産業人材育成シンポジウム（281名） 

       １月12日   “華越経済圏”から捉えるベトナム北部の可能性（120名）  

 

ⅸ)  表敬 

     ４月13日  ベトナム計画投資省 大臣 グエン・チー・ズン 氏の三村会頭表敬 

４月20日  タイ工業省工業経済局 副局長 ヴェラサック 氏の赤木部長表敬 

５月31日  ミャンマー投資委員会（MIC）事務局長兼計画財務省投資企業管理局(DICA)局長 

アウン・ナイン・ウー氏の小林委員長表敬訪問  

６月６日  ベトナム商工会議所会頭 ロック氏の小林委員長表敬訪問（APEC CEO サミットの 

説明） 

９月14日  ダナン市人民委員会 副委員長 ホー・キー・ミン氏一行の猫島共同委員長表敬 

訪問 

11月17日  ベトナム・トゥエンクアン省訪日団の小林委員長表敬訪問 

２月７日  ベトナム・ハザン省外務局 局長 リー・ティ・ラン氏の大下事務総長表敬訪問 

         ２月13日  新・駐ベトナム日本国大使館公使 麻妻 信一氏の小林委員長表敬訪問 

 

ⅹ) 日越大学構想推進への協力 

       ８月29日  第６回日越大学構想推進に関する次期フェーズ分科会 

                小林 洋一委員長、猫島 明夫共同委員長出席 

        11月28日  第７回日越大学構想推進に関する次期フェーズ分科会 

             猫島 明夫共同委員長出席 

       １月12日  日越大学理事会 

             大下 英和事務総長出席 

 

xi) 各機関への協力等 

      a. タイ経済ミッション 

９月11日～13日（570名 ※当委員会からは34名が参加） 

訪問地：バンコク及び東部経済回廊（ラヨン・チョンブリ・チャチョンサオ各県） 
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主催：日本貿易振興機構 

共催：日本商工会議所、日本経済団体連合会、中小企業基盤整備機構 

内容： 

日タイ修好130年記念にあたる今年、「東部経済回廊（EEC）プロジェクト」や「Thailand 

４．０」などタイ政府が進める産業高度化政策への理解を深め、日本とタイの経済関係の強

化を図ることを目的として、経済産業省、日本貿易振興機構等と共に「タイ経済ミッション」

を派遣。タイ国 首相 プラユット氏への表敬訪問や日タイ修好130周年記念レセプションに

て、副首相 ソムキット氏らと懇談した。また、日商、経団連、タイ貿易委員会、タイ工業連

盟の４者は、貿易・経済開発に向けた両国の経済団体相互の関係強化、タイ政府が掲げる産

業高度化プロジェクト「Thailand ４．０」の推進に向けた協調、の２点を趣旨とする覚書に

調印するＭｏＵ締結式を行った。 

 

      b. ベトナムビジネスサミット 

11月７日 

開催地：ベトナム・ダナン 

主催：ベトナム商工会議所(VCCI)等 

出席者：日本メコン地域経済委員会 委員長  小林 洋一 

内容： 

ベトナム・ダナンで開催される APEC 首脳会議にあわせて開催された、ベトナムの投資・事

業機会を周知する大規模なイベントに協力関係にあるベトナム商工会議所からの打診にもと

づき参加。イベント当日の主な登壇者はベトナム社会主義共和国首相 フック氏、ハノイ市

人民委員会委員長 チュン氏など。 

 

（18）  日韓商工会議所首脳会議 

 

ⅰ) 第11回首脳会議 

７月13日（58名） 

日本側 ：33名 

韓国側 ：25名 

開催地 ：北海道・富良野／新富良野プリンスホテルＬＢ階「十勝」 

 

a．開会  

日本・東京商工会議所 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（大阪商工会議所 会頭）  尾崎  裕 氏 

（韓国側）新政権発足後の韓国経済の見通し 

       大韓商工会議所 副会長（釜山商工会議所 会長）  趙  成濟 氏 

c．議題２「日韓の民間協力の現状と課題」 
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     （日本側）2020年に向けて取り組むべきこと 

日本商工会議所 特別顧問（東京商工会議所 副会頭）  佐々木  隆 氏 

     （韓国側）日韓未来新産業協力 

ソウル商工会議所 副会長（LG 化学 副会長） 朴   鎭洙 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）北海道の概要と札幌商工会議所の取組について 

        日本商工会議所 副会頭（札幌商工会議所 会頭）    岩田 圭剛 氏 

（韓国側）2018平昌冬季オリンピック 

     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・東京商工会議所 会頭  三村 明夫   

 

（19）  全国商工会議所中国ビジネス研究会 

 

        会員企業の対中国ビジネスを支援するため、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：661（３月13日現在）。メールマガジン配信数：本年度８回、通算配信数

200回） 

        本年度は日商との共催で「外国人就労許可制度」や「食品安全法」などをテーマに以下のとお

りセミナーを４回開催した。 

 

６月12日 中国ビジネス法務セミナー ～新「外国人就労許可制度」への実践対策講座～（70名） 

      ６月20日 中国ビジネスセミナー ～食品産業と越境 ECの最新事情～（90名）  

      12月６日 中国ビジネスセミナー 「食品業界のためのトレーサビリティ新動向」（90名） 

      12月18日 中国人事労務セミナー ～最新の現地労働市場動向と労務管理の新チェックポイント 

～（90名） 

 

（20）  東アジア・ビジネスカウンシル（EABC） 

 

ⅰ)  第38回 EABC 会合 

４月19日（29名） 

開催地：南寧（中国） 

a. 中小企業、E コマース、RCEP 各ワーキンググループの成果について 

b. ASEAN＋３協力作業計画2018-2022について 

c. ASEAN＋３首脳・経済大臣会合、高級実務者会合への提出内容について 

d. その他 

 

ⅱ)  第39回 EABC 会合 

９月９日（31名） 

開催地：マニラ（フィリピン） 
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a. 中小企業、Ｅコマース、RCEP 各ワーキンググループの成果について 

b. ASEAN＋３経済大臣との懇談の準備について 

c. ASEAN＋３首脳との懇談について 

d. ASEAN＋３財務副大臣との懇談について 

 

ⅲ)  第40回 EABC 会合 

１月16日（43名） 

開催地：シンガポール 

a. EABC2018年議長挨拶 

b. 2018年副議長選任 

c. 2018年のテーマについて 

d. 中小企業、E コマース、RCEP 各ワーキンググループの成果について 

e. ASEAN＋３経済大臣との懇談の報告について 

f. ASEAN＋３首脳との懇談の報告について 

 

ⅳ)  第41回 EABC 会合 

３月14日（34名） 

開催地：シドニー（オーストラリア） 

a. 中小企業、E コマース、RCEP 各ワーキンググループの成果について 

b. 高級実務者との懇談の準備について 

c. その他 

 

ⅴ)  EABC と ASEAN＋３経済大臣会合 

９月10日（31名） 

開催地：マニラ（フィリピン） 

ジェトロ赤星副理事長および日商事務局が参加。EABCとしてRCEP交渉の早期妥結と企業にとっ

て使いやすく分かりやすい協定内容の実現を求めたほか、RCEP 交渉参加16ヵ国での「ｅコマース

実態調査」の結果及び提言について報告を行った。 

 

ⅵ)  EABC と ASEAN＋３首脳との対話 

11月13日（37名） 

開催地：マニラ（フィリピン） 

        JETRO 佐藤理事および日商事務局が参加。EABC として安倍首相はじめ ASEAN の首脳に電子商取

引の推進と RCEP の早期締結を要望した。 

 

ⅶ)  EABC RCEP ワーキンググループと RCEP 交渉官（TNC）との対話 

７月25日（80名） 

開催地：ハイデラバード（インド） 

日商事務局が参加。RCEP 交渉参加16ヵ国での「ｅ-コマース実態調査」の結果をもとに中小企

業にとって使いやすいルール・制度づくりや、支払決済・データを保護する制度の導入などを求
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めた。 

 

ⅷ)  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１日 

a. 開会 

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 南部アジア部 部長  滝崎  成樹 氏 

c. 各国情勢の説明 

駐韓国日本大使  長嶺 安政 氏 

駐中国日本大使  横井    裕 氏 

駐ベトナム日本大使  梅田 邦夫 氏 

駐ミャンマー日本大使  樋口 建史 氏 

駐インドネシア日本大使  石井 正文 氏 

駐インド日本大使  平松 賢司 氏 

d. 懇談 

e. 閉会 

  日本商工会議所 会頭  三村 明夫   

 

ⅸ)  台北市進出口商業同業公会との交流 

       台北市進出口商業同業公会70周年記念式典（台北）    

６月15日 （西尾常務理事他１名出席） 

 

ⅹ)  その他国際関係会議 

６月19日 キルギス貿易投資セミナー・中小企業の海外ビジネス戦略 

６月28日 カザフスタン貿易投資セミナー 

12月８日 東アジアビジネスセミナー ～朝鮮半島の最新情勢と今後の展望～ 

 

（21）  訪インド・スリランカ経済ミッション 

 

ⅰ)  訪インド・スリランカ経済ミッション連絡担当者事前打ち合わせ 

12月15日（41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とお願い事項について 

 

ⅱ)  訪インド・スリランカ経済ミッション結団式 

       １月16日（77名） 

a. 開会挨拶 

日本・東京商工会議所 会頭  三村 明夫     

b. 来賓ブリーフィング 

－162－



－113－ 

 

       「インド・スリランカの政治情勢と日本との関係について」 

外務省 アジア大洋州局 南部アジア部  部長  滝崎 成樹 氏 

       「インド・スリランカの経済情勢と日本との経済関係」 

経済産業省  通商政策局 通商交渉官  吉田 泰彦 氏 

c. 訪インド・スリランカ経済ミッションについて 

       団長、副団長、顧問、事務総長 

       日程等 

 団費 

       その他 

d. 閉会 

 

ⅲ)  訪インド・スリランカ経済ミッション 

       １月21日～27日 

       メンバー  三村明夫会頭（団長）、釡和明日商特別顧問・東商副会頭（副団長）、 

伊東孝紳日商特別顧問・東商副会頭（同）、飯島彰己日商・東商特別 

顧問（同）、石田徹日商・東商専務理事（事務総長）他、総勢96名 

 

（ニューデリー：84名、コロンボ：76名） 

訪問先：インド（デリー）、スリランカ（コロンボ） 

内容 

（インド） 

a. スレッシュ・プラブー商工大臣主催昼食懇談会 

b. ラージ・クマール・シン電力、新・再生可能エネルギー大臣表敬 

c. ハルシムラト・コール・バダル食品加工業大臣表敬 

d. プラディープ・クマール・シンハ内閣次官表敬 

e. 第42回日印経済合同委員会会議 

１月23日（250名） 

       開会式 

       挨拶 

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   

FICCI 上級副会長  サンディップ・ソマーニ 氏 

日本・東京商工会議所 会頭  三村 明夫   

駐インド日本大使  平松 賢司 氏 

       議長・共同議長の選出 

FICCI レポート「インドと日本－ビジョン２０２５の実現に向けたロードマップ」の紹介 

       謝辞 

印日経済委員会 共同会長  ロヒット・レラン 氏 

 

全体会議１「メイク・イン・インディア：製造業とインフラ開発の新たな中心拠点」 
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ILFS クラスター開発イニシアティブ社 社長  RCM・レディ 氏 

三井物産㈱専務執行役員アジア・大洋州本部長/アジア・大洋州三井物産社長兼シンガポー

ル支店長 

森本  卓 氏 

本田技研工業㈱ 取締役相談役  伊東 孝紳 氏 

デリー・ムンバイ産業大動脈開発公社（DMICDC）総裁 アルケーシュ・クマール・シャルマ 氏 

 

全体会議２「インドと日本－ビジョン2025の実現に向けて」 

インド高速鉄道公社 本部長  プラシャント・ミシュラ 氏 

 インディア・エンジェル・ネットワーク 会長  ソーラヴ・スリヴァスタバ 氏 

東日本旅客鉄道㈱ 副社長 深澤 祐二 氏 

鴻池運輸㈱ 取締役常務執行役員海外事業本部副本部長  鴻池 忠嗣 氏 

特別講演 

住宅・都市大臣  ハルディープ・シン・プーリー 氏 

閉会式 

共同声明の採択 

挨拶 

日印経済委員会 会長  飯島 彰己  

印日経済委員会 会長  オンカール・カンワール 氏 

日印交流レセプション 

 

f. 各州政府関係者からのブリーフィング 

ウッタル・プラデシュ州産業開発部首席次官補  シンハ・アロク 氏 

オディシャ州産業局首席産業次官  サンジーブ・チョプラ 氏 

グジャラート州産業開発公社副総裁  Ｄ・タラ 氏 

アッサム州財務部上級次官  ラヴィ・コ―タ 氏 

カルナタカ州インベスト・カルナタカ・フォーラム CEO ディ―パク・スード 氏 

ラジャスタン州投資促進庁長官  ティナ・ソニー 氏 

g. 平松賢司在インド日本国大使主催夕食会・ブリーフィング 

h. 現地事情ブリーフィング 

インド日本商工会 会長  成清 正浩 氏 

JICA インド事務所 所長  坂本 威午 氏 

JETRO ニューデリー事務所 所長  仲條 一哉 氏 

 

（スリランカ） 

a. マイトリパーラ・シリセーナ大統領表敬 

b. ラニル・ウィクラマシンハ首相表敬 

c. 日本・スリランカ経済フォーラム 

１月25日（150名） 

開会式 
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国歌斉唱 

挨拶 

スリランカ投資庁（BOI） 長官  ドゥミンドラ・ラトナヤカ 氏 

セイロン商業会議所 会頭  ラジェンドラ・テアガラジャー 氏 

日本・東京商工会議所 会頭  三村 明夫   

スリランカ・日本経済委員会 委員長  ダヤ・ウェッテシンハ 氏 

駐日スリランカ特命全権大使  ダンミカ・ディサーナーヤカ 氏 

国家政策・経済省副大臣  ハルシャ・デ・シルバ 氏 

基調講演 

開発戦略・国際貿易大臣  マリク・サマラウィクラマ 氏 

全体会議「スリランカにおける投資機会」 

BOI エグゼクティブダイレクター  チャンピカ・マラルゴダ 氏 

戸田建設㈱ 社長  今井 雅則 氏 

パネルディスカッション「スリランカビジネスに関する洞察」 

モデレーター： 

セイロン商業会議所 会頭  ラジェンドラ・テアガラジャー 氏 

パネリスト： 

BOI 事務総長  ドゥミンダ・アリヤシンハ 氏 

BOI 取締役  マンガラ・ヤーパ 氏 

スリランカ中央銀行 総裁  インドラジット・クーマラスワミー 氏 

双日㈱ 副会長執行役員  段谷 繁樹 氏 

コロンボドックヤード社 会長  竹原  亨 氏 

閉会式 

挨拶 

BOI 事務総長  ドゥミンダ・アリヤシンハ 氏 

 

d. スリランカ投資庁・セイロン商業会議所共催レセプション 

 挨拶  

   スリランカ・日本経済委員会 委員長  ダヤ・ウェッテシンハ 氏 

駐スリランカ日本大使  菅沼 健一 氏 

日本・東京商工会議所 会頭  三村 明夫   

特別プロジェクト大臣  サラット・アムヌガマ 氏 

          交流・懇談 

 

e. 日本大使館、スリランカ日本商工会からのブリーフィング 

駐スリランカ日本大使  菅沼 健一 氏 

スリランカ日本商工会 会頭  菅  栄二 氏 

 

f. 菅沼健一駐スリランカ日本国大使主催昼食会 
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（22）  カザフスタン・キルギス現地事情視察団 

     ８月22日（火）～30日（水）（12名） 

訪問地：アスタナ（カザフスタン共和国）、ビシュケク、カラコル、チョルポンアタ（キルギス共

和国） 

団長：                  大阪商工会議所 国際ビジネス委員会 副委員長  伊藤 紀忠 氏 

内容： 

ⅰ)  カザフスタン 

a. 表敬訪問 

(a) 川端一郎駐カザフスタン日本大使（８月23日） 

b.ビジネスマッチング 

(a) カザフインベストでのビジネスマッチング「蜂蜜」「自動車部品」「建設」（８月23日） 

(b) BI グループ社（建設）（８月24日） 

(c) 環境アライアンス（８月24日） 

c.視察 

(a) アスタナ万博 カザフスタン館、日本館、キルギスブース（８月23日） 

キルギスブースにて万博政府代表を務めるキルギス商工会議所マラット会頭と懇談 

 

ⅱ)  キルギス 

a. 表敬訪問 

(a) 山村嘉宏駐キルギス日本大使（８月28日） 

(b) 経済省投資輸出促進庁（８月28日） 

(c) 国際協力機構キルギス共和国事務所（８月28日） 

 

b. ビジネスマッチング 

(a) キルギス商工会議所（８月28日） 

 

c. 視察 

(a) ショルブラク村ニードルフェルト生産現場（８月25日） 

(b) アクサイ村 OVOP ウエットフェルティング生産現場（８月25日） 

(c) カラコル 一村一品事務所・工場訪問（８月26日） 

(d) 養蜂組合・養蜂作業現場見学（８月26日） 

(e) アラバエフ・キルギス国立大学付属日本学院（８月28日） 

(f) ビシュケク OVOP センター訪問（８月29日） 

 

 

２．レセプション・懇談会等 
 

開催日 内 容 

４月10日 スティーブン・ペイトン駐日ニュージーランド大使の三村会頭表敬 
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４月12日 平石好伸駐チリ共和国日本大使の三村会頭表敬 

４月17日 松永一義在メルボルン日本国総領事館総領事の三村会頭表敬 

４月17日 サー・ロッド・エディントン豪日経済委員会会頭の三村会頭表敬 

４月19日 スティーブン・チョーボー豪州連邦貿易・投資・観光大臣と三村会頭の会談 

４月20日 ハイメ・バルベリス駐日エクアドル共和国大使の赤木国際部長表敬 

４月22日 早野均住友林業副社長とペリン・ビーティーカナダ商工会議所会頭の面談 

４月26日 西フランダース＆アントワープ商工会議所と日商国際部との面談 

６月１日 小西淳史駐ベナン日本大使の赤木国際部長表敬 

６月30日 グスタボ・アジャレス駐日チリ共和国大使の三村会頭表敬 

７月５日 上海市青海区青年起業家協会代表団と日本商工会議所青年部との懇談 

７月６日 平松賢司駐インド日本大使の三村会頭表敬 

７月７日 グリガラヴィチュスリトアニア共和国アリートゥス市長、ガイザウスカイテ駐日

リトアニア共和国公使と日商国際部との面談 

７月18日 ロザリンド・キャンピオン駐日英国大使館公使参事官の石田専務理事表敬 

７月19日 アラン・ベロー駐日アルゼンチン共和国大使の三村会頭表敬 

７月24日 日中経済協会新旧理事長による三村会頭表敬  

７月26日 ゲラード・ジルスベナン共和国財務・経済大臣補佐官の石田専務理事表敬 

７月27日 齋木昭隆公益財団法人中東調査会理事長の三村会頭表敬 

８月１日 レオン・マラゾーグ駐日コソボ大使と日商国際部との面談 

８月21日 キルギス共和国バケタエフ財務省副大臣一行の石田専務理事表敬 

８月22日 グラディス・ベレジクリアン豪州ニューサウスウェールズ州首相の三村会頭表敬

９月７日 ウィリアム・Ｆ・ハガティ駐日米国大使による三村会頭表敬 

９月12日 リトアニア ヴィリニュス商工会議所訪日団と日商国際部との面談 

９月14日 ルイ・タックユー駐日シンガポール共和国大使の三村会頭表敬 

９月20日 南米駐日４大使（アンドレ・アラーニャ・コヘーア・ド・ラーゴ駐日ブラジル大

使、アラン・ベロー駐日アルゼンチン大使、エドゥアルド・ブズー駐日ウルグア

イ大使、ナオユキ・トヨトシ駐日パラグアイ大使）の三村会頭表敬 

９月27日 ビル・ショーテン豪州労働党党首による三村会頭表敬 

９月27日 羽田浩二駐フィリピン日本大使の三村会頭表敬 

９月29日 木村徹也在ミュンヘン総領事の石田専務理事表敬 

10月２日 ブルース・ミラー前駐日オーストラリア大使と三村会頭の面談 

10月５日 セミナー「南ドイツ２州の経済状況・投資環境とドイツの今後」の主催 

10月８日 ステファニー・フェイ豪州貿易促進庁長官と三村会頭の面談 

10月８日 草加純男駐オーストラリア日本大使と三村会頭の面談 

10月10日 マティアス・コーマン豪州連邦政府予算大臣の三村会頭表敬 

10月16日 新美潤駐ポルトガル日本大使の三村会頭表敬 

10月18日 鶴岡公二駐英国日本大使の三村会頭表敬 

10月24日 石兼公博駐カナダ日本大使の三村会頭表敬 

10月24日 冨田裕司北カリフォルニア日本商工会議所会頭の三村会頭表敬 
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10月30日 メラニー・ブロック在日オーストラリア・ニュージーランド商工会議所名誉会頭

の三村会頭表敬 

11月１日 山田彰駐ブラジル日本大使の三村会頭表敬 

11月２日 李洙勲駐日韓国大使の三村会頭表敬 

11月２日 伊澤正日中経済協会理事長による三村会頭へのブリーフィング 

11月13日 趙顯韓国外交部第二次官の三村会頭表敬 

11月14日 田中繁広経済産業省通商政策局長の三村会頭表敬 

11月29日 ロイー・コーヘンイスラエル中小企業団体連合会会長と日商国際部との面談 

11月30日 八木猛台北市日本工商会理事長の赤木国際部長表敬 

12月６日 欧州復興開発銀行前カイロ事務所長と日商国際部との面談 

12月18日 福嶌教輝駐アルゼンチン日本大使の三村会頭表敬 

１月15日 サシン・Ｎ・シャー在日米国商工会議所会頭の三村会頭表敬 

１月19日 草加純男駐オーストラリア日本大使と三村会頭の面談 

２月７日 パスカル・バジョボ駐日ブルキナファソ大使の三村会頭表敬 

２月９日 ハサン・ムウットメルジャン駐日トルコ大使の三村会頭表敬 

２月９日 杉山晋輔駐アメリカ日本大使の三村会頭表敬 

２月23日 ダムディン・ツォグトバータルモンゴル国外務大臣の三村会頭表敬 

２月23日 モンゴル商工会議所一行の赤木国際部長表敬 

２月23日 酒生文弥在日本ルーマニア商工会議所会頭の石田専務理事表敬 

２月28日 ハリール・ビン・イブラヒム・ハッサン駐日バーレーン大使と日商国際部との面

談 

３月５日 在日フランス商工会議所年次総会での三村会頭基調講演 

３月５日 「トルコ投資セミナー：トルコの投資環境」の主催 

３月５日 伊藤伸彰駐ウズベキスタン日本大使の赤木国際部長訪問 

３月７日 St  phane Chin Loy フランス領ポリネシア商工会議所会頭との面談（事務局対

応） 

３月７日 シェザウィ UAE 年次投資会議会長兼 CEO と日商国際部との面談 

３月８日 UAE シャルジャ空港国際自由区訪日団と日商国際部との面談 

３月９日 新美潤駐ポルトガル日本大使の三村会頭表敬 

３月23日 麗水、順天、光陽商工会議所一行の石田専務理事表敬 

 

 

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
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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・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、就職力や実務能力の向上等を目的に、日商簿記、日商 PC の各検定試験の受

験対策講座を開講し、延べ 380 名（簿記 222 名、PC158 名）が受講した。詳細は下表のとおり。 

 

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 2017年 
５月10日～ 
５月27日（全６
回） 

65 23 

派遣スタッフ 

2017年 
９月27日～ 
10月29日（全６
回） 

75 15 

2018年 
１月10日～ 
２月３日（全６
回） 

82 24 

東京経営短期

大学 

PC 検定 
（文書作成） 

３級 

2017年 
８月８日～10日

８ 

７ 
求職者、同大学

の学生 

PC 検定 

（プレゼン資料

作成）３級 

５ 

拓殖大学 PC 検定 
（文書作成） 
３級 

2017年 
８月21日～25日

20 

20 
同大学の学生 

PC 検定 
（データ活用） 
３級 

17 

PC 検定 
（プレゼン資料
作成）３級 

20 

PC 検定 
（文書作成） 
３級 

2018年 
２月５日～９日

26 

26 

PC 検定 
（データ活用） 
３級 

25 

PC 検定 
（プレゼン資料
作成）３級 

26 

城西大学 PC 検定 
（データ活用） 
Basic 

2017年９月６日
31 19 

同大学の学生 
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川越しごと支
援センター・尚
美学園大学 

PC 検定 
（文書作成） 
３級 

2017年 
９月６日～８日

19 

９ 
求職者、同大学
の学生 

PC 検定 
（プレゼン資料
作成） 
３級 

７ 

PC 検定 
（データ活用） 
Basic 

２ 

PC 検定 
（文書作成） 
３級 

2018 年 
２月 21日～23
日 

19 

11 

PC 検定 
（プレゼン資料
作成） 
３級 

８ 

簿記初級 
９ 

大正大学 PC 検定 
（文書作成） 
３級 

2017 年 
９月 12日～15
日 

35 

33 
同大学の学生 

PC 検定 
（データ活用） 
３級 

34 

PC 検定 
（プレゼン資料
作成）３級 

35 

 

 

【ネットワークを最大限に活用した「現場主義」「双方向主義」による商工会議所活動の推進】 

１．販売士資格更新講習会 

販売士資格は、知識のブラッシュアップが必要との観点から５年毎の資格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。 

これまで、販売士資格登録者の資格更新業務については各地商工会議所が行っていたが、2017 年度か

ら当所で一元的に実施することとなり、「資格更新講習会」については、全国 149 会場（延べ数）で開

催した。 

※2017 年度の資格更新対象者数（資格有効期限 2018 年３月 31日まで）は次のとおり。 

 １級：876 名、２級：15,143 名、３級：27,464 名 

※「資格更新通信教育講座」については、（一社）日本販売士協会で行っており、１級：187 人、 

 ２級：3,586 人、３級：3,375 人が受講した（遅延更新者含む）。 

 

○2017 年度の開催地、受講者数等（下表のとおり） 

【１級】  

開催地 開催日 受講者数  

仙台 11 月 13 日 21  

東京（１回目） 12 月 5 日 185  
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東京（２回目） 3 月 3 日 88  

名古屋 11 月 30 日 32  

大阪（１回目） 12 月 1 日 68  

大阪（２回目） 1 月 27 日 51  

福岡 2 月 10 日 44  

合計   489  

 

【２級】  【３級】 

開催地 開催日 受講者数  開催地 開催日 受講者数

函館 11 月 13 日 14  函館 11 月 13 日 18

札幌（１回目） 10 月 27 日 57  札幌（１回目） 10 月 27 日 65

札幌（２回目） 12 月 1 日 47  札幌（２回目） 12 月 1 日 80

釧路 10 月 24 日 3  釧路 10 月 24 日 5

帯広 10 月 25 日 14  帯広 10 月 25 日 13

青森 11 月 9 日 39  青森 11 月 9 日 51

盛岡 11 月 13 日 33  盛岡 11 月 13 日 60

仙台（１回目） 11 月 2 日 63  仙台（１回目） 11 月 2 日 79

仙台（２回目） 11 月 14 日 73  仙台（２回目） 11 月 14 日 22

秋田 11 月 10 日 20  秋田 11 月 10 日 47

山形 11 月 16 日 23  山形 11 月 16 日 34

酒田 12 月 2 日 7  酒田 12 月 2 日 13

福島 11 月 15 日 35  福島 11 月 15 日 43

郡山 11 月 1 日 35  郡山 11 月 1 日 44

新潟 10 月 24 日 83  新潟 10 月 24 日 105

富山 11 月 8 日 45  富山 11 月 8 日 54

金沢 11 月 9 日 36  金沢 11 月 9 日 33

長野 10 月 28 日 26  長野 10 月 28 日 47

松本 10 月 27 日 30  松本 10 月 27 日 32

水戸 11 月 20 日 37  水戸 11 月 20 日 51

宇都宮 12 月 6 日 58  宇都宮 12 月 6 日 69

前橋 12 月 7 日 60  前橋 12 月 7 日 73

さいたま 2 月 5 日 227  さいたま 2 月 5 日 216

所沢 2 月 28 日 71  所沢 2 月 28 日 52

千葉 1 月 10 日 83  千葉 1 月 10 日 114

東京（１回目） 10 月 17 日 195  東京（１回目） 10 月 17 日 112

東京（２回目） 11 月 25 日 224  東京（２回目） 11 月 25 日 206

東京（３回目） 1 月 26 日 181  東京（３回目） 1 月 26 日 176

横浜（１回目） 10 月 25 日 92  横浜（１回目） 10 月 25 日 52

横浜（２回目） 11 月 29 日 135  横浜（２回目） 11 月 29 日 97
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横浜（３回目） 1 月 24 日 97  横浜（３回目） 1 月 24 日 72

川崎 2 月 14 日 67  川崎 2 月 14 日 57

相模原 11 月 24 日 64  相模原 11 月 24 日 35

甲府 11 月 21 日 26  甲府 11 月 21 日 37

静岡 2 月 23 日 68  静岡 2 月 23 日 74

浜松 2 月 22 日 61  浜松 2 月 22 日 56

岐阜 1 月 12 日 41  岐阜 1 月 12 日 41

名古屋（１回目） 1 月 11 日 109  名古屋（１回目） 1 月 11 日 109

名古屋（２回目） 2 月 16 日 127  名古屋（２回目） 2 月 16 日 114

津 1 月 13 日 38  津 1 月 13 日 50

福井 11 月 10 日 34  福井 11 月 10 日 52

草津 1 月 23 日 40  草津 1 月 23 日 25

京都 1 月 25 日 104  京都 1 月 25 日 63

大阪（１回目） 10 月 18 日 131  大阪（１回目） 10 月 18 日 56

大阪（２回目） 12 月 6 日 181  大阪（２回目） 12 月 6 日 124

大阪（３回目） 1 月 26 日 89  大阪（３回目） 1 月 26 日 84

茨木 1 月 24 日 59  茨木 1 月 24 日 44

神戸 2 月 8 日 139  神戸 2 月 8 日 116

奈良 12 月 5 日 46  奈良 12 月 5 日 37

和歌山 12 月 7 日 12  和歌山 12 月 7 日 13

鳥取 10 月 31 日 16  鳥取 10 月 31 日 13

松江 11 月 1 日 13  松江 11 月 1 日 18

岡山 11 月 29 日 32  岡山 11 月 29 日 33

倉敷 11 月 24 日 18  倉敷 11 月 24 日 16

広島 11 月 23 日 84  広島 11 月 23 日 79

福山 11 月 28 日 44  福山 11 月 28 日 40

宇部 1 月 17 日 17  宇部 1 月 17 日 19

徳島 2 月 1 日 23  徳島 2 月 1 日 21

高松 1 月 31 日 32  高松 1 月 31 日 35

松山 11 月 30 日 41  松山 11 月 30 日 25

高知 1 月 30 日 11  高知 1 月 30 日 6

福岡 1 月 15 日 102  福岡 1 月 15 日 89

北九州 1 月 16 日 45  北九州 1 月 16 日 36

佐賀 3 月 9 日 37  佐賀 3 月 9 日 45

長崎 3 月 6 日 21  長崎 3 月 6 日 32

熊本 3 月 8 日 47  熊本 3 月 8 日 35

大分 1 月 30 日 13  大分 1 月 30 日 22

宮崎 2 月 1 日 9  宮崎 2 月 1 日 12

鹿児島 1 月 31 日 24  鹿児島 1 月 31 日 45
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那覇 2 月 28 日 10  那覇 2 月 28 日 27

浦添 2 月 27 日 16  浦添 2 月 27 日 17

合計   4,234  合計   3,987

 

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年毎の資格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、「資格更新研修会」は当所が開催し、「資格更新通信教育講座」は㈱きんざいが実施してい

る。 

※2017 年度資格更新対象者数（資格有効期限 2018 年３月 31日まで）は１級 964 名、２級 1,349 名。 

 

○2017 年度の受講者数等（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 21 日 89 名

11 月 11 日 86 名

（小計） （175 名）

資格更新通信教育講座 11 月 705 名

１級受講者合計 880 名

２級 
資格更新通信教育講座 

11 月（第１次募集） 581 名

2018 年１月（第２次募集） 392 名

2018 年４月（第３次募集） 47 名

２級受講者合計 1,020 名

合計 1,900 名

 

 

 

３．雇用型訓練を活用する企業に対する支援等実施事業（ジョブ・カード事業） 

当所では、平成 20年度から、厚生労働省の標記事業を受託している（平成 28 年度より、従来の「ジョ

ブ・カード制度推進事業」から名称変更）。本事業を推進する組織として、平成 29 年度も、当所に中央

ジョブ・カードセンターを、全国 114 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（67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。併せて、ジョブ・カードを

活用した在職労働者の実務経験の評価やキャリア・コンサルティングを実施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、483 回の企業に対する説明会（参加者

数:12,799 人）と 2,453 回の訓練の指導と職業能力評価の担当者を対象とした講習会（参加者数：3,203

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。 
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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

を実施するための訓練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 25,854 社、職業訓練を実施するための訓練計画の確認済・認定企業等数は 7,308

社（いずれも、94％が中小企業）となった。 

また、職業訓練を実施するための訓練計画の確認済・認定企業（7,308 社）のうち、2,164 社が職業

訓練を終了し、訓練修了者は 2,882 人となった。この訓練修了者のうち、2,176 人が正規雇用に結びつ

いている（正規雇用率は 76％）。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 80％が 35 歳未満）の正規雇

用の促進に貢献している。 
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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 姫路、洲本、豊岡 

秋田県 秋田 大館、横手 奈良県 奈良 （設置せず） 

山形県 山形 （設置せず） 和歌山県 和歌山 （設置せず） 

福島県 福島 （設置せず） 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、武蔵野、青

梅、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 岐阜 美濃加茂 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 （設置せず） 沖縄県 那覇 沖縄、宮古島 

福井県 敦賀 武生、勝山 合計 47カ所 67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 

25,854 7,308 2,164 2,882
2,174 2 

667 0 42 
合計 2,176 

 

［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（2008 年度からの 2017 年度までの累計） 

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 

175,824 83,701 48,062 74,642
60,049 130 

11,526 0 2,940
合計 60,179 

 

 

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

515 商工会議所で展開するため、ビジネス情報誌「月刊石垣」、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。 

2016 年７月にスタートした「全国商工会議所ビジネス総合保険制度（総合補償型）」が好調で、制度

開始２年目で３万件を突破した（一部保険会社においては、2016 年３月に、賠償責任の補償に限定した

「賠償補償型」を開始している）。 

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、2016 年７月にスタートした海外知財訴訟費用保険制度は、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、2005 年の個人情報保護法の全面施行に合わせ、商工会議所会員事業者による万が

一の情報漏えい事故に備えるものとして 2004 年からスタートした。個人情報の管理または管理の委
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託に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。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他、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・見舞品費用等の情報漏えい事故対応のために要した費用をカ

バーすることが可能となっている。 

近年、マイナンバーの利用開始や、サイバー攻撃の増加・攻撃手段の高度化など、今までにも増し

て、情報の取り扱いと漏えいリスクへの対応の必要性が高まってきている。こうしたリスク環境の変

化を受け、同保険では 2018 年 3 月始期分より、サイバーリスクに関する補償部分を大幅に拡充した。 

具体的には、従来の補償内容となる「スタンダードプラン」とサイバー攻撃に伴う各種費用の補償

部分を拡充した「プレミアムプラン」の二つを用意。「スタンダードプラン」では、情報漏えいの発

生やそのおそれに起因する賠償損害や費用損害をカバー。「プレミアムプラン」では、情報漏えい、

またはそのおそれに加え、サイバー攻撃の調査や自社システムの復旧に関する費用も対象とするな

ど、幅広い補償内容となっている。保険適用地域も「スタンダードプラン」は日本国内に限定されて

いるが、「プレミアムプラン」では全世界となっている。 

また、ＩＴ業務も行う事業者向けオプションとして、「ＩＴ業務特約」を新設。ＩＴ業務の遂行に

起因する他人の業務阻害などの損害を補償することができる。 

本保険は、商工会議所会員向けに 20％の団体割引（※事業所のセキュリティ状況によっては最大

68％まで割引可）が適用されており、中小企業が割安な保険料で加入しやすいものとなっている。 

 

2016 年度および 2017 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 

2016年度 2017年度 2016年度 2017年度 

1,751件 1,721件 252,279,680円 252,840,104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、ホームページやビジネス情報誌「月刊石垣」、機関紙「会議

所ニュース」等への広告および記事掲載等を通じて情報提供を行った。 

2017 年度の加入状況をみると「中小企業 PL保険制度」「全国商工会議所 PL 団体保険制度」とも減

少した。これは、2016 年７月からスタートした PL保険を含んだ総合保障型の保険「全国商工会議所

ビジネス総合保険制度」への移行などの原因が考えられる。 

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上回る結果となった。 

なお、「中小企業 PL 保険制度」ならびに「全国商工会議所 PL 団体保険制度」については、４損害

保険会社（富士火災海上、日新火災海上、朝日火災海上、エース損害保険）が、2017 年７月１日の

満期を迎える契約をもって同保険制度の取り扱いを終了した。これにより 2017 年７月１日保険始期

分より、取扱い保険会社は８社（あいおいニッセイ同和、共栄火災海上、現代海上火災、セコム損害、

損保ジャパン日本興亜、大同火災海上、東京海上日動、三井住友海上）となっている。 
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2016 年度および平成 2017 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 

2016年度 2017年度 2016年度 2017年度 

中小企業 PL 保険制度 31,729件 27,800件 2,469,644,302円 2,163,991,545円

全国商工会議所 

PL 団体保険制度 

（中堅・大企業向） 

60件 48件 36,076,270円 30,897,160円

中小企業海外 PL保険

制度 
711件 843件 260,810,390円 329,041,170 円

 

 

（3）業務災害補償プラン 

2010 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

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 504 商工会議所（97.9％）

で加入がみられ、加入件数は前年度から約 8,495 件増加し、7万 5168 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

ニッセイ同和の４社である。 

 

2016 年度および 2017 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 

2016年度 2017年度 2016年度 2017年度 

66,673件 75,168件 19,825,650,614円 23,183,607,146円

 
 

（4）休業補償プラン 

1997 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たが、今年度は下げ止まりの兆しがみられた。 

次年度以降は、商品改定もあることから、増加に転じる兆しもみられる。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。 
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2016 年度および 2017 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 

2016年度 2017年度 2016年度 2017年度 

20,278件 22,245件 801,784,342円 836,289,726円 

 

（5）ビジネス総合保険制度 

本保険制度は、2016 年７月に創設され、賠償責任（PL、リコール、情報漏えい、サイバー、施設、

業務遂行等）リスクの補償、事業休業の補償、財産・工事に関わる補償を一本化して加入できる保険。

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。全国 509 商工会議所（98.8％）で加入がみ

られ、制度開始２年目で、加入件数は３万件を突破した。 

本保険制度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

いニッセイ同和の４社である。 

 

2016 年度および 2017 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 

2016年度 2017年度 2016年度 2017年度 

20,127件 30,690件 4,313,457,646円 10,094,730,200円

（6）海外知財訴訟費用保険制度 

海外での知的財産権の侵害訴訟件数が増加しており、日本企業が知財係争に巻き込まれるリスクが

高まっている状況に対応するため、アジア地域において損害賠償請求等の訴訟の提起または仲裁の申

し立てを受けた際に応訴する費用を補償するため、2016 年７月に創設した。本保険では、特に中小

企業の加入促進を促す観点から、中小企業が加入する場合には掛金の２分の１が補助される。2017

年７月始期分からは、適用される保険の対象地域を、これまでのアジア地域から全世界（日本・北朝

鮮を除く）に拡大し、保険対象地域を選択できるようになったほか、保険金支払限度額も、従来の

500 万円、1000 万円のプランに、3000 万円、5000 万円のプランが追加された。 

本保険制度の取り扱い損保会社は、損保ジャパン日本興亜、東京海上日動、三井住友海上の３社で

ある。 

 

2016 年度および 2017 年度の本保険制度の加入件数および保険料（契約ベース）は、次のとおり。 

加入件数 保険料 

2016年度 2017年度 2016年度 2017年度 

11件 21件 2,556,030円 10,842,909円

 

（7）各地商工会議所への制度普及費について 

上記（1）～（5）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
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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、ビジネス総合保険は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約１億円増加した。 

 

2016 年度と 2017 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 

2016年度 2017年度
2016 年度 

① 
2017 年度 

② 
②－① 

情報漏えい賠
償責任 
保険制度 

309 307 11,029,233 円 10,938,931 円 －90,302 円

PL 保険制度 
（中小 PL、中
堅・大 PL、海
外 PL の３制
度合計） 

515 512 116,283,896 円 104,364,238 円 －11,919,658 円

輸出取引信用
保険制度 

2 1 66,886 円 8,748 円 －58,138 円

業務災害 
補償プラン 

488 495 837,151,230 円 937,683,838 円 100,532,608 円

休業補償 
プラン 

415 430 27,050,983 円 29,001,915 1,950,932 円

ビジネス総合
保険 

504 509 54,020,241 円 225,481,316 円 171,461,075 円

合計金額 1,045,602,469 円 1,307,478,986 円 261,876,517 円

 

＜各地商工会議所向け保険制度＞ 

 

 商工会議所向け団体保険については、「イベント保険」「情報漏えい賠償保険」「業務災害補償プラン」

の３つの保険を提供していたが、2018年４月始期分より「役員賠償責任保険」を新設。同年１月より募集

を開始した。また、「イベント保険」「情報漏えい賠償保険」「役員賠償責任保険」の３保険については、

保険毎に別々の申込用紙でかつ加入始期も別だったものを、一つの申込用紙で対応可能なものとし、加入

始期も４月１日で統一するなど、手続きの簡素化を図った。 

 

（1）商工会議所向け情報漏えい賠償保険制度 

本保険制度は、各地商工会議所等において、万一、情報漏えい事故が発生した場合に、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。また 2018 年４月始期分からは、オプションとして、不正アクセス等の有無を判断するための調

査依頼費用やデータ復元費用などを補償する「サイバーリスク補償特約」を新設。同年１月より募集

を開始した。さらに、「イベント保険」「役員賠償責任保険」と加入始期を統一するため、従来３月

31 日始期であったものを 2018 年より４月１日始期に変更した。 
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加入件数は、前年度比で 12 件増加した。 

 

2016 年度および 2017 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 

2016年度 2017年度 2016年度 2017年度 

373件 385件 18,706,640円 19,840,250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、2010 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 2017 年度実績で 75,000 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 2012 年 10 月１日に創設し、本年度は５年度目となる。加入件数は前年度比で 5件増加した。 

 

2016 年度および 2017 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 

2016年度 2017年度 2016年度 2017年度 

24件 29件 5,164,020円 5,223,080円

 

（3）商工会議所イベント保険（施設賠償責任保険） 

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 2014 年４月に創設した。今年度は４年度目となる。加入件数は前年度比で１件増加した。 

 

2016 年度および 2017 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 

2016年度 2017年度 2016年度 2017年度 

305件 306件 65,433,748円 68,596,790円 
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（4）役員賠償責任保険 

被保険者となる商工会議所の役員等が行った行為に起因して、被保険者個人に対して損害賠

償請求がなされたことにより被る損害や、損害賠償請求対応費用等の各種費用を補償する「役

員賠償責任保険」を創設。本年４月１日から補償を開始する。 

 

 

５．広報事業 

（1）広報紙（誌）等 

①「会議所ニュース」（新聞型） 

創 刊 1953 年４月（2018 年３月現在通算 2,597 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）、2017 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「月刊石垣」（雑誌型） 

創 刊 1980 年６月（2018 年３月通算 454 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 

＜リニューアル内容＞ 

・４月号から「日本の美景」コーナーを「わがまち百景～日本遺産を巡る」にリニューアルし、各

地商工会議所の観光担当者によるイチ押しを紹介することにした。 

・７月号からゴルフコーナーをリニューアル。 

・10月号から各地商工会議所の会員企業の商品・サービス等を紹介する「i-BOX～今月の情報宅配

便!!」コーナーをつくり、不定期で掲載している。 

・10月号から「巻末１」のデザインを一部変更した。 

・11月号から３月号まで消費生活アドバイザーによる経営ワンポイント・アドバイス「“消費者目

線”から」を連載した。 

・ユニバーサルデザイン（UD）フォントを一部ページで採用することにした。 

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：334 商工会議所（2018 年３月現在） 

＜リニューアル内容＞ 

・2018 年３月配信分から、株式会社セレブレイン代表取締役社長の高城幸司氏の記事「ビジネス

マッチング発想法」に代えて、公益社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談

員協会(通称ＮＡＣＳ)消費生活研究所所長の戸部依子氏の記事「消費者の“みかた”」を提供開

始 

④「日商ニュース･ファイル」（日商の最近の動きを、希望する各地商工会議所正副会頭・常議員・監
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事へメールで紹介） 

送信回数：54回 利用人数：1,133 人（2018 年３月現在） 

⑤「月刊石垣」インセンティブ・プランの実施 

「月刊石垣」定期購読者の拡大を目的に、新規定期購読者の獲得と既存定期購読者に対するインセ

ンティブ・プランを実施し、15商工会議所の参加があった。 

⑥単行本『長寿企業の秘密』発行に向けて 

政府の明治 150 年記念事業に協力する形で、「月刊石垣」の連載コーナー「長寿企業の秘密」を 2018

年９月に書籍として発刊することを決定し、準備を開始した。 

⑦「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 55商工会議所、１県商工会議所連合会が活用（平成 29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 12日（18名） 為替相場/景気情勢/東芝の不正会計問題/採用選考/日米経済対話/財政健

全化（消費増税）/豊洲問題/浅田真央選手の引退表明 

４月 20日（18名） 仏大統領選/TPP11/地政学的リスク/英国議会下院の解散/韓国大統領選挙/

個人消費/賃上げ/東芝の半導体事業について/民法改正/天皇陛下の退位に

関する有識者会議最終報告/政治家の発言などについて 

５月 11日（15名） 民法改正/景気動向/憲法改正/こども保険・高等教育無償化/東京電力の再

建計画/東芝の半導体事業について/オリンピック・パラリンピックの仮設

施設費用負担/豊洲市場移転問題 

５月 23日（15名） 経済団体・経済界の在り方/安倍政権の評価/プライマリーバランス/休み方

改革/商工中金の不正融資問題/相談役・顧問の役割等/英国でのテロ、組織

犯罪処罰法改正案/TPP11、米 USTR 代表 

６月２日（17名） 米国のパリ協定離脱/米国ファースト/日経平均株価/財政健全化/中国の粗

鋼生産拡大/ふるさと納税/東芝メモリー関連/都議会議員選挙 

６月 15日（18名） 三村会頭と九州ブロック商工会議所との懇談会/熊本地震/国際情勢の地域

経済に及ぼす影響/景気情勢/FRB 利上げ/人手不足/組織犯罪処罰法改正案

の成立/九州新幹線 

７月６日（18名） 日 EU・EPA 大枠合意/関西電力の電気料金値下げ/人口減少・外国人材の受

け入れ/九州北部豪雨/自然災害に対する企業のリスクヘッジ/都議会議員

選挙結果 

７月 19日（15名） 日商夏季政策懇談会/IT、IOT による生産性向上/事業承継税制/M＆A/中小

企業の廃業/最低賃金/外国人活用/プレミアムフライデー/訪日外国人/高

度プロフェッショナル制度 

９月５日（16名） 北朝鮮問題/エネルギー基本計画/こども保険/東商の移動常議員会（福島）
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/韓国大統領の徴用工賠償発言/東芝メモリー関連 

９月 20日（19名） 衆議院解散/プライマリーバランス/プレミアムフライデー/一帯一路構想/

東芝メモリー関連/米トランプ大統領の国連総会演説 

 

10 月５日（19名） 衆議院議員選挙/柏崎刈羽原発/エネルギー政策/企業の内部留保/日産自動

車の不正検査問題 

10 月 19 日（18 名） 神戸製鋼の検査データ改ざん問題/商工中金の不正問題/中国共産党大会お

よび合同訪中団/株価上昇/連合春闘方針/西室泰三氏ご逝去 

11 月２日（17名） 子ども・子育て拠出金/人手不足/春闘/日米首脳会談/税制改正/企業不祥事

/商工中金の不正融資/政府系金融機関の民営化 

11 月 16 日（17 名） 外国人材受け入れ/合同訪中団/事業承継税制/エネルギー基本計画/SDGs/

賃上げ/商工中金民営化 

12 月５日（16名） 連合の春闘方針/法人税減税/事業主拠出金/日中関係/北朝鮮問題 

12 月 21 日（16 名） 景気見通し/米国の税制改革/事業主拠出金/伊方原発運転差し止め仮処分

決定/リニア中央新幹線工事不正入札疑惑/品質管理不正防止/豊洲市場の

開場/今年の漢字 

１月 15日（16名） 春闘/経団連次期会長人事/原油価格上昇/トランプ政権発足１年/商工中金

の在り方/晴れ着レンタル業者「はれのひ」問題 

２月１日（16名） 訪インド・スリランカ経済ミッション/働き方改革関連法案/為替動向/仮想

通貨の流出問題/米トランプ政権１年 

２月 15日（17名） 為替動向と春闘への影響/金融政策/為替水準/「人材と競争政策に関する検

討会」報告書/オリンピック・パラリンピック/プレミアムフライデー/下町

ボブスレー 

３月１日（18名） 働き方改革関連法案/新卒採用/NAFTA 再交渉/中国の新体制/新幹線台車亀

裂問題/オリンピック・パラリンピックに係るアンブッシュ・マーケティン

グ規制法について 

３月 14日（18名） 春闘/財務省の決裁文書書き換え問題/消費税率引き上げ/アンブッシュ

マーケティングの制限に関する意見/政治・経済情勢 

３月 29日（19名） 中朝首脳会談/米国の通商政策/森友問題/働き方改革/採用指針見直し/憲

法改正/企業の経営責任 

 

 ②その他記者会見 

１月５日（49名） 経済三団体長共同記者会見 

１月 23日 インドにおける記者会見（訪インド・スリランカ経済ミッション） 

１月 25日 スリランカにおける記者会見（訪インド・スリランカ経済ミッション） 

 

（3）会頭コメントの発表 

４月 18日 日米経済対話について 

５月 10日 韓国大統領選挙結果について 

６月９日 天皇の退位等に関する皇室典範特例法の成立について 
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６月９日 「未来投資戦略 2017」、「骨太の方針」の閣議決定について 

７月２日 東京都議会議員選挙結果について 

７月６日 日 EU・EPA の大枠合意について 

８月３日 第３次安倍第３次改造内閣の発足について 

９月 25日 安倍総理の衆議院解散の意向表明について 

10 月 10 日 衆議院議員選挙の公示について 

10 月 22 日 衆議院議員選挙結果について 

11 月１日 第４次安倍内閣の発足について 

11 月 11 日 11 カ国による TPP 協定の大筋合意について 

12 月８日 新しい経済政策パッケージの閣議決定について 

12 月 14 日 平成 30年度与党税制改正大綱について 

12 月 22 日 平成 30年度政府予算案等の閣議決定について 

３月９日 11 カ国による TPP 協定の署名について 

３月９日 米国による鉄鋼及びアルミニウムの関税引上げ措置について 

３月 16日 日本銀行総裁人事の国会同意について 

 

（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） 

８月 23日 日刊工業新聞（「変貌する ASEAN」） 

９月 25日 NewsPicks（「経営者という仕事」） 

９月 27日 BS ジャパン・日経プラス 10 

             （「深刻な人手不足とどう向き合うか？働き方改革は？」） 

11 月 14 日 雑誌「財界」新春ワイド座談会 

12 月 19 日 産経新聞（「平成 30年度新春直球緩球」） 

12 月 25 日 日刊工業新聞（「日本経済 2018 好況下の期待と不安」） 

２月 14日 内外情勢調査会講演会（「不安の中の繁栄」） 

２月 19日 日刊工業新聞（「私はこう見る」） 

２月 21日 中小企業 NEWS（「中小企業に贈る言葉」） 

３月５日 在日フランス商工会議所100周年記念講演 

３月９日 ICC アジア・大洋州 CEO フォーラム基調講演 

 

（5）会頭共同インタビュー（囲み取材等） 

４月 10日 東京港視察後 

４月 19日 山本農林水産大臣との懇談後 

５月 10日 福島第一原発視察後 

５月 17日 一億総活躍フォローアップ会合後 

７月７日 東商夏期セミナー後 

９月８日 福島県内商工会議所との懇談会後 

９月 20日 日商と連合との懇談会後 

10 月 23 日 経済４団体 TPP11 早期実現要望後 

11 月８日 東京都知事と東京商工会議所会頭・副会頭との懇談後 
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11 月 21 日 三団体訪中団要人会見後 

１月 25日 スリランカ要人表敬（訪インド・スリランカ経済ミッション）後 

２月 22日 東京外かく環状道路視察後 

３月８日 吉野復興大臣への要望書手交後 

３月９日 ICC フォーラム講演後 

 

（6）報道機関との懇談 

５月 15日（26名） 経済団体記者会加盟社記者と三村会頭・副会頭等との懇談会 

12 月 13 日（25 名） 経済団体記者会加盟社記者と三村会頭・副会頭等との懇談会 

  

（7）記者発表 

発表日 形態 内容区分 内容・標題 

４月３日 資料配布 事業/周知 第16回『女性起業家大賞』の募集を開始 

４月18日 資料配布 政策/取材案内 山本農林水産大臣と日本商工会議所との懇談会 

４月20日 資料配布
事業/周知・取

材案内 
福島第一原子力発電所視察について 

４月21日 資料配布 政策/取材案内
石井国土交通大臣への意見書手交および懇談について
（取材のご案内） 

４月26日 記者レク 政策/周知 
意見書「観光立国実現に向けた隘路打開への取り組み
について」 

４月28日 資料配布 政策/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：2017年度の採用動向 

４月28日 資料配布 その他 平成29年５月の主な行事予定について 

５月８日 資料配布 政策/取材案内
日本－ベトナム ビジネスミーティングの開催のお知
らせ 

５月17日 資料配布
政策/周知/取

材案内 
「農林漁業と商工業の連携を通じた地方創生の推進に
関する協定」締結式について 

５月23日 資料配布 事業/周知 
平成29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 46件を採択～ 

５月25日 資料配布 政策/取材案内
移動常議員会（鹿児島市）に伴う記者会見の開催につ
いて（ご取材のお願い）【第一報】 

５月26日 資料配布 事業/取材案内
平成28年度各種検定試験 最優秀者等表彰式の開催に
ついて 

５月29日 資料配布 政策/周知 
「『働き方改革実行計画』に対する日本・東京商工会議
所の考え方」について 

５月31日 資料配布 政策/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：2017年度の設備投資の動向 

５月31日 資料配布 その他 平成29年６月の主な行事予定について 
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６月８日 資料配布 政策/取材案内
移動常議員会（鹿児島市）に伴う記者会見の開催につ
いて（ご取材のお願い）【第二報】 

６月16日 記者レク 政策/周知 
「中小企業の生産性向上に向けた FinTech の活用に関
する意見」について 

６月30日 資料配布 政策/取材案内
平成29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/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：2017年度の所定内賃金の動向 

６月30日 資料配布 その他 平成29年７月の主な行事予定について 

７月３日 記者レク 政策/周知 「人手不足等への対応に関する調査」集計結果について

７月20日 資料配布 政策/周知 
地域・中小企業における IoT 等の活用推進に関する意
見 

７月20日 資料配布 政策/周知 
「平成30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31日 資料配布 政策/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：人手不足の影響と対応 

７月31日 資料配布 その他 平成29年８月の主な行事予定について 

８月４日 資料配布 政策/周知 「安倍改造内閣に望む」について 

８月10日 資料配布 事業/取材案内
feel NIPPON「技のヒット甲子園2017＠まるごとにっぽ
ん」を開催 

８月31日 資料配布 政策/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：東日本大震災後の電力料金の上昇
による経営への影響 

８月31日 資料配布 その他 平成29年９月の主な行事予定について 

９月５日 資料配布 政策/取材案内 第126回通常会員総会の開催について 

９月８日 資料配布 事業/周知 第16回『女性起業家大賞』受賞者決定について 

９月12日 資料配布 事業/取材案内
“ツーリズム EXPO ジャパン2017”で全国10カ所の観光
商品を PR「『行きたくなる』が、いっぱいある～ニホ
ン旅いちば～」開催 

９月15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 

９月19日 記者レク 政策/周知 「平成30年度税制改正に関する意見」について 

９月28日 資料配布 事業/取材案内 第55回日豪経済合同委員会会議の開催について 
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９月29日 資料配布 政策/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：2017年度の所定内賃金の動向・日
銀のマイナス金利政策導入後の金融機関の貸出し姿勢

９月29日 資料配布 その他 平成29年10月の主な行事予定について 

10月11日 資料配布 事業/周知 
「平成29年度 全国商工会議所きらり輝き観光振興大
賞」が決定 

10月11日 資料配布 事業/取材案内
全国商工会議所観光振興大会2017in前橋の開催につい
て 

10月17日 資料配布 事業/周知 
中小企業向け解説冊子『民法改正 取引はどうなる？』
を発行 

10月31日 資料配布 政策/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：2017年度の設備投資動向 

10月31日 資料配布 その他 平成29年11月の主な行事予定について 

11月８日 資料配布
事業/周知・取

材案内 
feel NIPPON「技のヒット甲子園2017＠IFFT」を開催 

11月10日 資料配布 事業/取材案内 「事業承継税制の抜本拡充推進大会」の開催について 

11月14日 資料配布 政策/取材案内
第44回日本ニュージーランド経済人会議の開催につい
て 

11月14日 資料配布 政策/取材案内 梶山地方創生担当大臣と日本商工会議所との懇談会 

11月15日 記者レク 政策/周知 
「今後の外国人材の受け入れのあり方に関する意見」に
ついて 

11月16日 資料配布 政策/周知 
「「エネルギー基本計画」の見直しに対する意見」につ
いて 

11月17日 資料配布 事業/周知 「日商 原価計算初級試験」の創設について 

11月17日 資料配布 政策/取材案内 「訪インド・スリランカ経済ミッション」派遣について

11月30日 資料配布 政策/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：コスト増加分の価格転嫁の動向（B
toC、BtoB） 

11月30日 資料配布 その他 平成29年12月の主な行事予定について 

12月13日 資料配布 事業/周知 全国推奨観光土産品審査会入賞品の決定について 

12月19日 資料配布 政策/取材案内
茂木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21日 資料配布 政策/周知 『商工会議所環境アクションプラン』を策定 

12月21日 資料配布 政策/周知 平成30年「三村会頭年頭所感」について 
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12月28日 資料配布 政策/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：2017年度の所定内賃金の動向 

12月28日 資料配布 その他 平成30年１月の主な行事予定について 

１月16日 資料配布 政策/取材案内
野田総務大臣と日本商工会議所との懇談会の開催につ
いて 

１月16日 資料配布 政策/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 

１月17日 資料配布 事業/周知 
中小企業の海外展開事例集「ヒラケ、セカイ２」の発
行について 

１月25日 資料配布
事業/周知・取

材案内 
共同展示商談会「feel NIPPON 春 2018」（２月７日
～９日）を開催 

１月26日 資料配布
事業/周知・取

材案内 
第58回全国推奨観光土産品審査会の入賞品表彰式・祝
賀パーティーと受賞商品の販売会を開催 

１月31日 資料配布 政策/周知 「働き方改革関連施策に関する調査」集計結果について

１月31日 資料配布 政策/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：2017年度の新卒採用（2018年４月
入社）の動向 

１月31日 資料配布 その他 平成30年２月の主な行事予定について 

２月１日 資料配布 事業/周知 第17回『女性起業家大賞』の募集を開始 

２月２日 資料配布
事業/周知・取

材案内 
「ニッポンまるしぃ＠デリカテッセン・トレード
ショー」を開催 

２月14日 資料配布 事業/周知 「働き方フォーラム」（２／21）の開催について 

２月15日 資料配布 政策/周知 
「東日本大震災からの確実な復興・創生に向けた要望～
地域の自立・自走に向けた継続的な支援を～」につい
て 

２月23日 資料配布 事業/取材案内 全国推奨観光土産品審査会入賞商品の販売会を開催 

２月28日 資料配布 政策/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：事業者向け販売における販売先と
の取引条件／改正個人情報保護法（2017年５月施行）
への対応状況 

２月28日 資料配布 その他 平成30年３月の主な行事予定について 

３月２日 資料配布 政策/取材案内 吉野復興大臣への要望書手交および懇談について 

３月５日 資料配布 政策/取材案内 第127回通常会員総会の開催について 

３月６日 資料配布
事業/周知・取

材案内 
「Creema SPRING MARKET」に出展 
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３月14日 資料配布 政策/周知 
「アンブッシュマーケティング（便乗商法・便乗広告）
の制限に関する意見」について 

３月14日 資料配布 その他 第127回通常会員総会について 

３月15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22日 資料配布 政策/周知 
「商工会議所における農林水産資源活用の取り組みに
関する報告書」について 

３月22日 資料配布 政策/周知 
「民間主導のまちづくりタスクフォース報告書」につい
て 

３月26日 資料配布 政策/周知 
『2018年度 生産性革命・人づくり革命・地方創生の実
現に向けた規制・制度改革の意見』について 

３月29日 資料配布 政策/周知 
「女性の活躍推進に向けた意見」～女性のさらなる労働
参画と活躍推進に向けた環境整備について～ 

３月30日 資料配布 政策/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：2017年度の所定内賃金の動向／長
時間労働是正への課題、働き方改革関連法案への対応
に必要な行政の取り組み 

３月30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30日 資料配布 その他 平成30年４月の主な行事予定について 
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６．青年部関係事業 

＜日本商工会議所青年部の組織＞ 

会   長  吉田 大助（岡山商工会議所青年部） 

会 員 数  413 青年部 33,274 名（2018 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  なし 

 

(1）会員総会 

① 第 81 回会員総会（ＷＥＢ） 

期 日：2017 年７月 28日（金）～８月３日（木） 

場 所：日本商工会議所青年部が使用しているＩＴ連絡ツール 

「エンジェルタッチ」を使用しＷＥＢ上で開催 

出 席：413 商工会議所青年部（総会員数 413 商工会議所青年部） 

 

議 事  

審議事項 

（１）2016 年度事業報告（案）について（議案第１号） 

（２）2016 年度収支決算（案）について（議案第２号） 

（３）2017 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 38 回（2018 年度）全国大会の開催期日について 

（２）第 36 回（2018 年度）全国会長研修会の開催期日について 

（３）その他 

 

② 第 82 回会員総会 

期 日：2017 年 12 月１日（金）13：00～14：00 

場 所：出雲市民会館 大ホール（島根県出雲市） 

出席者：318 商工会議所青年部（総会員数 413 商工会議所青年部） 

（うち委任状出席 113 商工会議所青年部） 

議 事  

審議事項 

(1) 2018 年度役員の選任（案）について（議案第１号） 

(2)その他 

 

③  第 83 回会員総会 

期 日：2018 年２月 16日（金）14：30～16：30 

場 所：各務原市民会館 (岐阜県各務原市) 

出席者：380 商工会議所青年部（総会員数 413 商工会議所青年部） 

（うち委任状出席 115 商工会議所青年部） 
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議 事   

審議事項 

（１）2019 年度会長候補者選任（案）に関する件（議案第１号） 

（２）2018 年度事業計画（案）に関する件（議案第２号） 

（３）2018 年度収支予算（案）に関する件（議案第３号） 

（４）その他 

報告事項 

（１）日本商工会議所青年部新規加入単会のご紹介 

（２）2017 年度 ブロック代表理事活動報告 

（３）2017 年度 理事活動報告 

（４）2017 年度 委員会活動報告 

（５）その他 

 

(2) 第 37 回全国大会岐阜かかみがはら大会 

主 催  日本商工会議所青年部 

主 管  岐阜県商工会議所青年部連合会 

期 日  2018 年２月 15日～17日 

場 所  岐阜メモリアルセンター で愛ドーム（岐阜県岐阜市） 他 

参加者  6,134 名 

主なプログラム 分科会・物産展・ビジネス交流会 他  

記念講演【35周年記念事業と共同開催】 

（講師 シブサワ・アンド・カンパニー 代表取締役 渋澤 健氏） 

 

(3）ブロック大会  

① 第 30 回北海道ブロック大会（北海道登別市） 

期 日  ９月８日～10日 

場 所  登別市民会館 他 

参加者  680 名 

主なプログラム  式典、分科会、物産展 

記念講演（講師 株式会社山本忠信商店 代表取締役 山本英明氏） 

 

② 第 36 回東北ブロック大会（青森県五所川原市） 

期 日  ９月１日～３日 

場 所  オルテンシア 他 

参加者  1,880 名 

主なプログラム  式典、分科会、物産展 

 

③ 第 37 回関東ブロック大会（群馬県沼田市） 

期 日  10 月 27 日～28日 
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場 所  沼田市民体育館 他 

参加者  2,517 名 

主なプログラム  式典、分科会、物産展 

 

 ④ 第 37 回北陸信越ブロック大会（新潟県燕市） 

   期 日  ９月 15日～17日 

場 所  燕三条地場産業振興センター 他 

参加者  1,131 名 

主なプログラム  式典、分科会、物産展 

記念講演（講師 Negicco 専属マネージャー 熊倉維仁氏、 

湘南ストーリーブランディング研究所 代表 川上徹也氏） 

 

⑤ 第 30 回東海ブロック大会（三重県津市） 

期 日  10 月 20 日～21日  

場 所  津市産業・スポーツセンター サオリーナ 他 

参加者  1,513 名 

主なプログラム  式典、分科会、物産展 

記念講演（講師 女子レスリング選手 吉田沙保里氏） 

 

⑥ 第 35 回近畿ブロック大会（滋賀県守山市） 

    期 日  10 月 13 日～15日 

場 所  守山市民ホール 他 

参加者  1,964 名 

主なプログラム  式典、分科会、物産展 

記念講演（講師 漫才師コンビ「カラテカ」 入江慎也氏） 

 

⑦ 第 35 回中国ブロック大会（広島県三次市） 

期 日  ９月 29 日～９月 30 日 

場 所  広島県立みよし公園 他 

参加者  1,671 名 

主なプログラム  式典、分科会、物産展 

特別分科会（講師 リオデジャネイロ五輪競泳 

200m 平泳ぎ金メダル 金藤理絵氏） 

 

⑧ 第 34 回四国ブロック大会（愛媛県松山市） 

期 日  ９月 22 日～23日 

場 所  ひめぎんホール 他 

参加者  1,390 名 

主なプログラム  式典、分科会、物産展 

記念講演（講師 元大阪市長 橋本 徹氏） 
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⑨ 第 37 回九州ブロック大会（鹿児島県出水市） 

期 日  11 月３日～５日  

場 所  出水市文化会館 他 

参加者  1,673 名 

主なプログラム  式典、分科会、物産展 
記念講演（講師 サッカー解説者 元日本代表 城 彰二氏、 

カレーハウス CoCo 壱番屋創業者 宗次徳二氏） 

 

(4)  第 35 回全国会長研修会 神話の郷 出雲の國「ご縁会議」 

期 日  2017 年 11 月 30 日～12月２日 

場 所  出雲市民会館（島根県出雲市） 他 

参加者  1,795 名 

主なプログラム 式典、物産展 

対象者別研修会（第一分科会～第四分科会） 

 

 (5）役員会 

回 開催日 場  所 出席者数 回 開催日 場  所 出席者数

260 ４月21日 
岡山国際ホテル 

（岡山県岡山市） 
75名 265 11月30日

出雲商工会館 
（島根県出雲市） 

75名 

261 ６月9日 
出雲商工会館 

（島根県出雲市） 
74名 266 １月20日

豊橋商工会議所 
（愛知県豊橋市） 

75名 

262 ７月22日 
シティホテル美濃加茂
（岐阜県美濃加茂市）

75名 267 ２月15日
岐阜都ホテル 

（岐阜県岐阜市） 
75名 

263 ８月31日 
久慈グランドホテル
（岩手県久慈市） 

74名 268 ３月17日
アパホテル山口防府 
（山口県防府市） 

75名 

264 10月７日 
ハート柏迎賓館 
（千葉県柏市） 

75名     

 

 

(6）代表理事会議・ブロック別会議・各委員会の活動状況 

① 代表理事会議 

１．第 37回全国大会(かかみがはら)、第 35回全国会長研修会(出雲)支援、協力 

２．各地区のブロック大会支援、協力 

３．単会、道府県連、ブロックと日本ＹＥＧの現状と今後について 

４．各道府県連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 ブロック別会議 

１．第 37回全国大会(かかみがはら)、第 35回全国会長研修会(出雲)支援、協力 

２．各地ブロック大会支援、協力 

３．単会、道府県連、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 
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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．日本ＹＥＧ窓口業務の対応 

３．日本ＹＥＧ会員情報収集 

４．会員拡大（青年部設置促進、日本ＹＥＧ加入促進）に向けた活動の実施 

５．その他、組織の運営に関する事項の実施 

 

イ．企画委員会 

１．全国大会、全国会長研修会、ブロック大会の候補地、日程等に関する事項の実施 

２．全国大会、全国会長研修会の運営及び主管地との調整 

３．ブロック大会開催地連絡会議の運営方法の検討と運営 

４．全国大会及び全国会長研修会開催地連絡会議の運営 

５．春の会長会議の企画、運営 

６．2019 年度全国大会及び全国会長研修会の現地視察 

７．各種大会開催手引書の見直し 

８．2016 年度、2018 年度企画委員会との連携・引継ぎ 

 

ウ．研修委員会 

１．翔生塾の企画、運営 

２．日本ＹＥＧの研修事業の企画・運営 

３．ビジネスプランコンテストの企画・運営・検証 

４．全国会長研修会における研修事業に関する企画、運営及び主管地との調整 

５．ＹＥＧマニュアル等の更新 

 

エ．広報委員会 

１．日本ＹＥＧホームページの管理・更新（ＹＥＧ内部・外部への情報発信） 

２．サーバーの管理および管理者との契約内容等協議、契約 

３．会員総会および各役員会の審議事項通過情報の配信 

（エンジェルタッチ活用、各単会会長および事務局への配信） 

４．エンジェルタッチ普及、利用促進（オフィシャルツールとして）及び今後の運営方針検討 

５．ＳＮＳ等のメディアを活用した企画・情報発信 

６．「翔生」の企画・発行 

７．石垣を活用しての広報活動、ＹＥＧ外部への情報発信および購読普及・促進 

８．ＹＥＧブランドの認知促進活動 

９．ＹＥＧの日広報活動 

10. ブロック大会用日商会頭挨拶ＤＶＤ作成 

11. 各大会・事業等記録、写真記録ＤＶＤの作成 
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12. 日本ＹＥＧ年間報告書の作成 

13. ＹＥＧ大賞の企画・運営、ＹＥＧ事業ナビの方向性検討 

14. 各種ＩＴツール・ウェブサイトの統廃合等の検証、精査 

 

オ．日本ネットワーク委員会 

１．全国 45 道府県連合会との連携窓口、意見交換会等の実施 

２．青年経済４団体で創る協議会、企画・運営・参加促進および交流窓口 

３．ＣＡＣＣＩ（アジア商工会議所連合会）との交流参加促進および窓口 

４．会員拡大（青年部設置促進、日本ＹＥＧ加入促進）に関する活動（意見交換会等の実施） 

 

カ．ビジネス交流委員会 

１．「ご縁満開ＹＥＧビジネスサイト」の検証と方向性の検討 

２．ビジネスプランコンテストの企画サポート・運営補助（研修委員会との共催） 

３．ＹＥＧモールの企画・運営および普及促進・活用方法の検討 

４．全国９ブロックと連携したビジネス交流会もしくは業種別部会の実施 

５．業種別部会とビジネス交流会の整理、検証と今後の方向性の検討 

６．海外研修事業企画・運営・募集窓口（ＣＡＣＣＩ以外の研修事業） 

７．在日海外商工会議所との交流 

８．35周年委員会との連携・協力等 

９．その他、会員のビジネス活動を向上させるための企画・運営・情報発信 

 

キ．政策提言委員会 

１．日本商工会議所への政策提言・意見具申 

２．上記政策提言に向けた各種事業の実施 

３．若手国家公務員とのディスカッションの場（故郷の新しい風会議）の企画・運営 

４．全国で提言活動を行っている単会の活動情報の収集・分析・情報発信 

 

ク．35周年委員会 

１．日本ＹＥＧ創立 35周年記念事業の企画・運営 

２．日本ＹＥＧ創立 35周年記念誌の作成 

３．各地被災地支援事業の企画・運営 

 

 

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  藤沢 薫（東京商工会議所女性会会長） 

会員数  416 商工会議所女性会（2018 年３月 31日現在） 

 

（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
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に、各委員会活動の強化を図った。 

 

① 全国大会 

第 49 回全国商工会議所女性会連合会北海道全国大会 

期 日：10月７日（土） 

場 所：北海道立総合体育センター（北海道札幌市） 

参加者：318 女性会 2,702 名 

○主な次第：（1）第 16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（岩手県）女性会への全商女性連旗引渡し 

○記念講演会 「『お、ねだん以上。』～ニトリの成長秘話～」 

       株式会社ニトリホールディングス 代表取締役会長兼ＣＥＯ 似鳥 昭雄 氏 

 

② 会長・副会長会議（３回） 

2017 年６月 29日（於：青森市）出席者：13名 

10 月６日（於：札幌市）出席者：15 名 

2018 年３月２日（於：熊本市）出席者：13 名 

 

③ 常任理事会（３回） 

2017 年６月 29日（於：青森市）出席者：30名 

10 月６日（於：札幌市）出席者：27 名 

2018 年３月２日（於：熊本市）出席者：23 名 

 

④ 理事会（３回） 

2017 年６月 29日（於：青森市）出席者：101 名 

10 月６日（於：札幌市）出席者：104 名 

2018 年３月２日（於：熊本市）出席者：104 名 

 

⑤ 監事会 

2017 年６月 16日（於：北九州市）出席者：６名 

    ６月 20 日（於：川崎市）出席者：５名 

 

⑥ 委員会 

  合同委員会 

2017 年６月 29日（於：青森市）出席者：103 名 

2018 年３月２日（於：熊本市）出席者：104 名 

 

⑦ その他会議 

ア.「第 16回女性起業家大賞」本審査会 

2017 年８月 23日（於：会議室Ａ） 出席者：14 名 
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イ. インド商工会議所連合会女性会との懇談会 

  2017 年９月６日（於：コンファレンススクエアМ＋「グランド」） 出席者：74名 

 

（3）女性の活躍推進の支援 

商工会議所や政府機関における女性経営者の意見を反映させ、女性活躍に結び付けるため、全商女

性連会長が日本商工会議所常議員会に参加するとともに、内閣府男女共同参画推進連携会議および経

済分野における女性の活躍促進チーム会合に参画し、積極的に意見を述べた。また、日本商工会議所

専門委員会では、第 30 期専門委員会（規制・制度改革、観光、中小企業経営、まちづくり・農林水

産資源活用、社会資本整備、労働、女性等活躍推進、社会保障）に全商女性連役員が委員として就任

し、政策提言・要望活動に参画した。 

このほか、各地における女性活躍等に関する取組事例を発信・共有するため、機関紙「会議所ニュー

ス」、ビジネス情報誌「月刊石垣」、全国商工会議所女性会連合会ホームページに掲載したほか、「商

工会議所女性会パンフレット」を作成、頒布した。 

 

（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、最優秀賞（日本商工会議所会頭賞）には、平塚商工会議所女性会（神奈川県）

の「循環型社会事業 エコキャップ回収事業」が輝いた。 

同女性会は、社会貢献として、市内病院等への車いすの寄付に向けたエコキャップ（ペットボトル

のふた）回収事業を実施。平成 25 年度は 600 ㎏、26 年度は 2,010 ㎏、27 年度は 3,070 ㎏、28 年度

は 3,850 ㎏と、４年間で計 9,530 ㎏ものキャップを回収。同女性会実施のチャリティーコンサートや

バザーの収益金とあわせ、これまでに 83台の車いすを平塚市に寄付している。 

寄贈した車いすには、「平塚商工会議所女性会」の文字が刻まれ、事業の協力者からは「目に見え

るボランティア」として好評を得ており、事業への参画意識の向上に繋がっているほか、地域におけ

る女性会の知名度向上に貢献している。 

①４年間で 10ｔに迫る膨大な量のエコキャップ回収を実現し、大きな社会貢献を果たしているこ

と、②事業の見える化による女性会活動への理解深化等により、事業実施前には 85 名だった会員数

が 136 名に増加している点が評価された。優秀賞（全国商工会議所女性会連合会会長賞）には、小松

商工会議所女性会（石川県）の花を活かした街づくりと、地域活性化を図る「フローラル花いっぱい

事業」が選ばれた。 

 

（5）女性起業家を支援 

「第 16回女性起業家大賞」を実施した。表彰式は、北海道全国大会（10月７日）で行った。 

「女性起業家大賞」受賞者（敬称略） 

最優秀賞 新谷 梨恵子（農プロデュース リッツさつまいも農カフェ きらら 代表） 

 

＜スタートアップ部門（創業５年未満）＞ 

優秀賞 小林 由紀（株式会社デキャンタージュ 代表取締役） 

奨励賞 木原 奈津子（株式会社イート 代表取締役） 

本宮 薫（株式会社 CPI 代表取締役） 
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特別賞 片桐 恵理子（タイガーモブ株式会社 代表取締役） 

本間 麻衣（株式会社ファンクション 代表取締役） 

 

＜グロース部門（創業５年以上 10年未満）＞ 

優秀賞 藤岡 康代（ＦＵＮＦＡＭ株式会社 代表取締役） 

奨励賞 越田 晴香（株式会社心結 代表取締役） 

    山口 朝子（一般社団法人地域サポートネットワークとっとり 代表理事） 

特別賞 世古 直美（株式会社やきやまふぁーむ 代表取締役） 

 

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、2017 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７カ所） 

＜作文部門＞ 全商女性連会長・単会女性会会長連名賞 ３点 

＜絵画部門＞ 日商会頭・各地商工会議所会頭連名賞  10点 

全商女性連会長・単会女性会会長連名賞  24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：97女性会、5,509 冊）するとともに、女性会活動の活性化を図るため、当初

が発行する機関誌「会議所ニュース」、ビジネス情報誌「月刊石垣」のほか、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。 

 

 

(2) 意見活動 

第１号 （４月26日） 観光立国実現に向けた隘路打開への取り組みについて～持続的観光の推進を目指し

て～ 

第２号 （５月30日） 「働き方改革実行計画」に対する日本・東京商工会議所の考え方 

第３号 （６月16日） 中小企業の生産性向上に向けた FinTech の活用に関する意見 

第４号 （６月20日） 独占禁止法研究会における課徴金制度の在り方検討に関する意見 

第５号 （７月20日） 地域・中小企業におけるＩｏＴ等の活用推進に関する意見～第４次産業革命への対応

に向けて～ 

第６号 （７月20日） 平成30 年度中小企業・地域活性化施策に関する意見・要望 

第７号 （８月４日） 安倍改造内閣に望む～経済最優先の政策運営の徹底を～ 

第８号 （９月７日） 「第五次環境基本計画」策定に向けた中間取りまとめに関する意見 

第９号 （９月20日） 平成30 年度税制改正に関する意見 
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第10号 （10月23日） 11 カ国によるＴＰＰの早期実現を求める 

第11号 （11月２日） 第４次安倍内閣に望む 

第12号 （11月16日） 「エネルギー基本計画」の見直しに対する意見 

第13号 （11月16日） 今後の外国人材の受け入れのあり方に関する意見～「開かれた日本」の実現に向けた

新たな受け入れ策の構築を～ 

第14号 （11月16日） 事業承継税制の抜本拡充推進大会 決議文 

第15号 （11月17日） 事業主拠出金の料率引き上げに対する日本商工会議所の考え方 

第16号 （２月15日） 東日本大震災からの確実な復興・創生に向けた要望地域の自立・自走に向けた継続的

な支援を 

第17号 （３月８日） 「マイナンバーカード」の取得促進および災害時の対応機能強化に関する要請につい

て 

第18号 （３月８日） 「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則の一

部を改正する省令案等」に対する意見 

第19号 （３月14日） アンブッシュマーケティング（便乗商法・便乗広告）の制限に関する意見 

第20号 （３月15日） 知的財産政策に関する意見 

第21号 （３月15日） 2018年度生産性革命・人づくり革命・地方創生の実現に向けた規制･制度改革の意見

第22号 （３月29日） 女性の活躍推進に向けた意見～女性のさらなる労働参画と活躍推進に向けた環境整

備について～ 
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（3）刊行物等 

○販売士メールマガジン 第 129 号～第 140 号 

○日商 ニュース・ファイル第 1198 号～第 1251 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 222 号～第 233 号 

○メールマガジン「日商観光メルマガ」第 30 号～第 61 号 

○メールマガジン「日商 経営指導員メルマガ」NO.64～76 

○メールマガジン「quali」第 201 号～第 212 号 

※「quali」は第 212 号（３月号）をもって配信を終了した（今後、検定試験に関する一般向けの情報提

供は検定ホームページや検定 twitter 等の媒体を活用する）。 

○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 345 号～第 368 号 

○情報誌 企業年金総合プランナー 第 30号～第 31号 

○ネット試験インフォメーション 第 204 号～第 232 号 

○会議所ニュース 第 2566 号～第 2597 号 

○月刊石垣 第 443 号～第 454 号 

○所報サービス（月刊）2017 年４月～2018 年３月 

○日商保険情報メール 第 183 号～第 212 号 

○タブレット通信 第 46号～第 60号 

○展示・商談会等情報メールマガジン（バイヤー向け：随時）７月～３月 37 回発信 

 

（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25日（第210回１級～３級）、10月22日（第211回１級～３級）、2018年２月11日（第

212回１級～３級）の３回施行した。その結果、受験者数は、１級28,762名、２級38,630名、３級51,455名の

合計118,847名で、前年度（121,953名）と比較して3,106名の減少（前年度比2.5％減）となった。合格者数は、

１級8,125名、２級14,911名、３級25,586名の合計48,622名であった。 

 

○第210回珠算能力検定試験 

（６月25日（日）、403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 9,421 9,101 2,532 27.8

２級 12,856 12,607 5,094 40.4

３級 17,980 17,571 9,372 53.3

合計 40,257 39,279 16,998 －

 

 

○第211回珠算能力検定試験 
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（10月22日（日）、399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 9,065 8,814 2,600 29.5

２級 12,018 11,641 4,019 34.5

３級 16,077 15,589 7,335 47.1

合計 37,160 36,044 13,954 －

 

○第212回珠算能力検定試験 

（2018年２月11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 10,276 9,044 2,993 33.1

２級 13,756 11,931 5,798 48.6

３級 17,398 14,680 8,879 60.5

合計 41,430 35,655 17,670 －

 

○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210回  28名 

２）第211回  28名 

３）第212回  29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。2017年度は、１級～３級の合計で664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53回視覚障害者珠算検定試験は、11月10日から2018年１月31日ま

での間に、全国47盲学校等で施行した。受験者数は169名で、合格者数は97名であった。 

 

○第53回視覚障害者珠算検定試験 

（11月10日（金）～2018年１月31日（水）、47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 5 5 2 40.0

B クラス 18 17 4 23.5

C クラス 32 30 14 46.7

D クラス 39 38 25 65.8
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E クラス 34 34 23 67.6

F クラス 41 40 29 72.5

合  計 169 164 97 －

 

イ．簿記検定試験 

（ⅰ）簿記検定試験の施行状況 

簿記検定試験は、６月11日（第146回１級～３級）、11月19日（第147回１級～３級）、2018年２月25日（第14

8回２級・３級）の３回施行した。その結果、受験者数は、１級19,739名、２級187,676名、３級317,848名の

合計525,263名となった。合格者数は、１級1,113名、２級45,345名、３級114,994名の合計161,452名であった。

なお、2016年度まで実施していた簿記４級に代わり、2017年度から新たに簿記の基本原理および企業実務にお

ける実践的な簿記の基本知識の習得に資する「簿記初級」をネット試験方式により開始した。受験者数は、4,

167名で、合格者数は2,243名であった。 

 

○第146回簿記検定試験 

（６月11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（％） 

１級 9,064 7,103 626 8.8

２級 58,359 43,767 20,790 47.5

３級 102,077 80,227 40,880 50.9

合計 169,500 131,097 62,296 －

 

○第147回簿記検定試験 

（11月19日（日）、493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 10,675 8,286 487 5.9

２級 63,757 47,917 10,171 21.2

３級 113,559 88,970 35,868 40.3

合計 187,991 145,173 46,526 －

 

○第148回簿記検定試験 

（2018年２月25日（日）、493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 65,560 48,533 14,384 29.6

３級 102,212 78,243 38,246 48.9

合計 167,772 126,776 52,630 －
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○簿記初級（ネット試験） 

（2017年４月１日～2018年３月31日） 

級 受験者数（名） 合格者数（名） 合格率（％） 

初級 4,167 2,243 53.8

 

（ⅱ）原価計算初級の創設 

少子高齢化によりわが国の労働力人口が急速に減少する中、企業においては深刻化する人手不足の克服に向

けて、ITの利活用や人材育成などを通じて生産性向上に取り組むことが大きな経営課題となっている。生産性

向上を図るには、自社の製品・サービスの原価（コスト）と売上、利益を正確に把握しておくことが必要であ

り、これらを求める「原価計算」は、生産性を見える化し、その向上を図るうえで必須となる知識・スキルで

ある。 

こうした状況を踏まえ、企業の人材育成ニーズに応えるため、現行の簿記検定試験（初級～１級）に加え、

新たに原価計算初学者向けの入門級として、原価計算の基本的な考え方や知識を理解・習得でき、企業人とし

て原価意識の醸成に資する「原価計算初級」を新たにネット試験により創設し、2018年度から施行することと

した。従来、原価計算の学習は製造業をモデルとし、簿記の習得を前提とすることが一般的であったが、同試

験は、製造業のみならず飲食店・小売業・サービス業など幅広い業種をモデルとしており、簿記の学習の有無

を問わず原価計算の基本知識を習得できる内容となっている。 

 

（ⅲ）日商簿記全国大会「日商簿記-１グランプリ2017」の実施 

日商簿記資格取得に取り組む学校や企業等を対象に、上位級の合格を目指す受験者が学習を継続する励みと

してもらうとともに、簿記を学ぶ仲間との友情を育むことを目的に、第147回簿記検定試験の施行にあわせて

日商簿記全国大会「日商簿記-１グランプリ」を実施した。 

同グランプリは、11月の日商簿記検定試験１級において、同一の母体組織等に所属するメンバー３名～５名

でチームを編成し、チーム内の成績の上位３名の合計得点で順位を競う内容で、2016年度から実施しているも

の。2017年度は149チーム（608名）が参加した。同グランプリの結果は、次のとおりであった。 

＜日商簿記-１グランプリ2017 最終結果（上位３チーム）＞ 

第１位：朝日大学（会計研究部スタッフ2016）277点 

第２位：東京 CPA 会計学院（東京 CPA 会計学院 チーム C）266点 

第３位：朝日大学（会計研究部2017）262点 

 

（ⅳ）説明会・セミナー等の開催 

 2016年度から2018年度にかけて段階的に改定している簿記出題区分の内容を周知するとともに、2018年度か

ら開始する原価計算初級の概要を説明するため、教育機関等の簿記指導者を対象とした「簿記指導者セミナー」

を３都市で開催した。また、原価計算初級の早期普及・活用促進を図るため、教育機関等の簿記指導者および

ネット試験指導者を対象に、試験創設の趣旨や施行方法等を説明する「原価計算初級試験説明会」を、企業経

営者や従業員等を対象に原価計算の活用方法を紹介するセミナーを４都市で開催した。 

さらに、中小企業に原価計算の重要性を啓発する機会とするため、自社に適した IT 導入・活用法を見つけ

るための啓発セミナー「プラス ITセミナー（中小企業庁委託事業）」（全国103カ所で開催）のうち、７都市に

おいて IT導入・活用の成果を原価計算の手法を用いて見える化するワークショップを開催した（計203名が参

加）。 
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また、簿記指導者等を対象に各地商工会議所が開催する「簿記普及啓発セミナー」に簿記検定試験普及委員

を派遣（鹿児島、甲府、長崎）するとともに、川崎商工会議所と共催で「簿記普及啓発セミナー 社会人の必

修科目 簿記講演会」を開催し、東洋大学教授・慶應義塾大学名誉教授の竹中平蔵氏から「簿記がわかれば経

済がわかる」と題して講演いただいた。 

加えて、初学者向けの簿記指導に取り組む指導者等を対象に「簿記初級」の学習指導の一助となるよう、短

時間で簿記の基本的な仕組みを理解し、簡単な決算書の作成スキルが身につけられる内容の「社長 BOKI ゲー

ム」体験セミナーを実施した。 

そのほか、日本経済新聞社と共催で、女性を対象とした「日経・女性のためのキャリア・アップ・セミナー」

を、学生を対象とした「日商簿記を勉強して良かった！と思える就職支援セミナー」を開催した。 

 

〇説明会・セミナー等の開催実績 

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 

2017年８月４日（金） 東京 98

８月17日（木） 大阪 90

８月21日（月） 福岡 73

原価計算初級試験説明会

2018年１月22日（月） 名古屋 50

１月29日（月） 福岡 64

２月１日（木） 東京 162

２月９日（金） 大阪 78

原価計算普及セミナー 

2018年１月29日（月） 福岡 57

２月１日（木） 東京 189

２月９日（金） 大阪 76

３月９日（金） 名古屋 60

にっぽん全国 IT経営力

強化セミナー 

「プラス ITセミナー」 

（中小企業庁委託事業）

2017年６月26日（月） 奈良 15

６月27日（火） 和歌山 15

７月10日（月） 盛岡 18

７月11日（火） 弘前 10

７月31日（月） 仙台 29

８月１日（火） 東京 74

８月18日（金） 大阪 42

日経・女性のためのキャ

リア・アップ・セミナー
2017年９月21日（木） 大阪 250

日商簿記を勉強して良

かった！と思える  

就職支援セミナー 

2017年９月22日（金） 京都 80
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「社長 BOKI ゲーム」体験

セミナー 
2017年12月８日（金） 東京 14

簿記普及啓発セミナー 

社会人の必修科目  

簿記講演会 

2018年２月27日（火） 川崎 220

 

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） 

（ⅰ）リテールマーケティング（販売士）検定試験の施行状況 

リテールマーケティング（販売士）検定試験は、７月８日（第80回２級～３級）と2018年２月21日（第81回

１級～３級）の２回施行した。その結果、受験者数は、１級1,217名、２級12,232名、３級21,486名の合計34,

935名で、前年度（34,791名）と比較して144名の増加（前年度比0.4％増）となった。合格者数は、１級199名、

２級5,222名、３級11,587名の合計17,008名であった。1973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1,955,111名が受験し、964,446名が合格している。 

また、リテールマーケティング（販売士）検定試験の合格者は、「販売士」として資格登録される。販売士

資格は、知識のブラッシュアップが必要との観点から５年毎の資格更新制度を設けており、更新対象者が資格

を継続するためには、指定の講習会または通信教育講座の受講・修了が必要となっている。2018年３月末日現

在の販売士資格登録者数は、１級4,703名、２級64,327名、３級104,660名の合計173,690名であった。 

なお、これまで各地商工会議所ごとに行っていた資格更新業務については、2017年度から当所で一元的に実

施することとした。これに伴い、販売士資格登録者への情報提供を充実させるとともに、資格更新手続きの利

便性向上を図るため、「販売士専用サイト」を開設し、同サイト上から資格更新手続き（更新講習会・通信教

育講座の申込み、受講料・資格更新手数料の支払等）をワンストップで簡便に行うことが可能となった。 

 

○2017年度試験結果 

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 144（第81回）
1,217

（1）

979

（1）

199

（0）

20.3

２級 

 

２級 

260（第80回）

 

266（第81回）

5,853

（14）

6,379

（12）

5,239

（14）

5,632

（12）

2,748

（4）

2,474

（4）

52.5

43.9

３級 296（第80回）
10,070

（45）

9,335

（43）

6,095

（24）

65.3

３級 295（第81回）
11,418

（32）

10,485

（29）

5,492

（16）

52.4

合計 － 
34,935

（104）

31,670

（99）

17,008

（48）
－

※（  ）は、各地商工会連合会の受験者数等（内数で表示）。 
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（ⅱ）セミナー等の開催状況 

リテールマーケティング（販売士）検定試験の PR 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404名の申込があった。 

 

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 

2017年５月30日（火） 東京 201

12月11日（月） 東京 203

合計 － － 404

 

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試験で、1994年10月から施行している。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。 

2017年度の受験者数は876名（ゴールドホルダー33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で、2002年

10月から施行している。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最上

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。2017年度の受験者数は5

63名であった。 

 

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10日（第23回２級）、2018年１月28日（第22回

１級）の２回施行した。 

受験者数は、１級1,227名、２級3,380名の合計4,607名で、前年度と比較して、１級は81名の減少（前年度

比6.2％減）、２級は379名の増加（前年度比12.6％増）となった。合格者数は、１級が209名、２級は1,251名

の合計1,460名であった。 

 

○2017年度試験結果 

級 受験者数（名） 実受験者数（名） 合格者数（名） 合格率（％） 

１級（第22回） 1,227 929 209 22.5
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２級（第23回） 3,380 2,803 1,251 44.6

合計 4,607 3,732 1,460 －

 

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）として資格登録ができる（資格有効期

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、2018年３月末日現在１級は2,255名、２級

は2,886名であった。 

 

カ．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（計画書や企画書、報告書、

契約書、提案書、履歴書、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、2003年９月から施行してい

る。 

2017年度の受験者数は１級19名、２級301名、３級598名の合計918名で、合格者数は１級５名、２級124名、

３級449名の合計578名であった。 

 

キ．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、2005年６月から施行している。試験対応会計ソフトは、「勘定奉行」「弥生会計」「会計王」「PC

A 会計」のほか、クラウド会計ソフトの「ClearWorks」の計５種類としている。 

2017年度の受験者数は１級３名、２級481名、３級1,876名の合計2,360名。合格者数は１級０名、２級399名、

３級1,394名の合計1,793名であった。 

 

ク．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試験で、文書作成、データ

活用分野については2006年度から１級～３級、Basic（基礎級）を施行、プレゼン資料作成分野については201

1年10月から３級、2012年５月から２級、同年10月から１級を施行している。受験者層を拡大するため、2016

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

制度を導入している（両検定試験とも2017年3月末で終了）。 

2017年度の受験者数は文書作成分野が合計17,077名、合格者数は合計13,724名、データ活用分野の受験者数

は合計14,806名、合格者数は合計11,337名、プレゼン資料作成分野の受験者数は合計1,912名、合格者数は合

計1,568名で、３分野全級合計で受験者数は33,795名、合格者数は26,629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、企業実務で必要とされる IT スキルとその活用法・

指導法等の修得を支援するため、「IT 指導者セミナー」を12月８日（金）に東京で開催し、プログラミング教

育の現状およびプログラミング人材育成に向けた国の取り組み等に関する説明を行い、計51名が参加した。 

さらに、日商 PC 検定試験１級の受験者数を拡大するため、過去の類題等を使用した答案添削および合格に

向けた指導を行う「日商 PC 検定１級答案添削サービス」を新たに実施し、29名が利用した。また、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」取得者のうち、３分野
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すべての１級合格者に、先述の「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、ネット試験会場向けに、日商 PC 検定試験（文書作成３級・データ活用３級）合格に向けた学習

支援教材として「模擬試験プログラム」の提供を開始し、72会場が利用した（簿記初級のプログラムも同時提

供）。 

 

○2017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 

21

2,626

10,392

4,038

6

1,550

8,370

3,798

28.6

59.0

80.5

94.1

合計 17,077 13,724 －

 

＜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 

14

3,219

8,422

3,151

4

2,422

6,803

2,108

28.6

75.2

80.8

66.9

合計 14,806 11,337 －

 

＜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 

16

619

1,277

7

422

1,139

43.8

68.2

89.2

合計 1,912 1,568 －

 

ケ．PR 

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。 

   

種   別 部 数 等 

検定ホームページ 

https://www.kentei.ne.jp/ 

1,009万ビュー

※のべ6,201万人が利用

商工会議所検定試験ガイド（2017年度版） 214,338部
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PR ポスター（６種） 116,764枚

簿記検定リーフレット 107,525部

原価計算初級リーフレット「原価計算はじめの一歩」 15,494部

リテールマーケティング（販売士）検定 

リーフレット 

63,745部

日商 PC検定チラシ 6,020部

日商ビジネス英語検定チラシ 2,165部

検定情報ダイヤル（NTT ハローダイヤル） 

TEL:03-5777-8600 

6,171件

検定 Twitter 

https://twitter.com/jcci_kentei 

フォロワー数12,257人

2017年度総ツイート数5,900件

日本経済新聞  2017年９月７日朝刊  

簿記広告 

2,718,263部※

読売新聞  2018年１月１日朝刊  

簿記広告 

8,830,415部※

※一般社団法人日本 ABC 協会の公査した部数。 

 

②各種検定試験最優秀者等の表彰 

2016年度に施行した各種検定試験の１級合格者のうち、各回の最優秀者を表彰した。また、今回から簿記検

定試験においては、11月の１級試験にあわせて開催した日商簿記検定全国大会において、最も優れた成績を収

めた教育機関・企業等を表彰することとした。表彰式は６月２日（金）に開催した。 

※敬称略。（ ）内は受験した商工会議所名。 

 

第143回簿記 北尾 有佳里（京都） 

第144回簿記 雪吉 賢志（岐阜） 

第79回リテールマーケティング（販売士） 安齋 浩平（さいたま） 

日商 PC＜文書作成＞ 山畠 弘展（東京） 

日商 PC＜データ活用＞ 高橋 克樹（仙台） 

2016年度日商簿記検定最優秀団体 岐阜県立岐阜商業高等学校 

 

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・認定す

る制度である。 

2017年度は、日商マスター希望者等を対象とした「日商マスター集合研修」を12月９日（土）に東京で開催

し、「企業実務で必要とされる ITスキルとその活用法・指導法の修得」を目的に、プログラミング教育の現状

および生産性向上に資する実務指導と IT 指導者に求められる教育技法について、講義とグループワークによ
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り解説した（18名参加）。 

【登録者数】 

○日商マスター数（2018年３月末現在）：116名 

○日商アソシエイトマスター（2018年３月末現在）：２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） 

2017 年度の商工会議所における推薦実績は 24,284 件（前年度比 101.6％）、1,648 億 488 万円（同 105.4％）

となった（表１）。 

これによって、商工会を含めた融資実績は 44,060 件（同 101.5％）、2,701 億 9,176 万円（同 105.1％）と

なった（表２、表３）。 

一方、事故率（金額ベース、商工会含む）については、2001 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、2017 年度

末においては 3.71％となり、対前年比 0.07％向上した。 

2009 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、2014 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、2018 年度末までの延長が決定した。 

2011 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、2017 年度の融資実績

は 631 件、金額 22 億 8,936 万円となった（表４）。 

表１ 推薦実績 

件    数（件） 金    額（百万円） 

24,284（101.6） 164,848（105.4）

（ ）内は前年度比（％） 

表２ 融資実績 （含商工会） 

融   資 平均融資額 

件 数① 金額（百万円）② （万円）②／① 

44,060 270,191 613 

 

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 

77.1 22.9 

（2）新再別構成比 （含商工会） 

新 規 貸 付 再  貸  付 

19.3 80.7 

（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 

24.1 25.8 14.5 16.9 9.4 9.3 

（4）商工会議所・商工会別構成比 
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商 工 会 議 所 商  工  会 

58.5 41.5 

 

表４ 「災害マル経」融資実績 

件    数（件） 金    額（百万円） 

631 2,289 

 

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、「事業承継支援」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）、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最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 

６月22、23日 

 

     ９月29日 

10月４日 

10月12日 

10月16日 

10月27日 

10月30日 

10月31日 

11月１日 

11月21日 

12月18日 

特定商工会議所中小企業相談所直面問題会議（「第６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） 

都道府県庁所在地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 

九州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 

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 

北陸信越ブロック商工会議所中小企業相談所長会議 

中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 

熊本市 

 

東京都千代田区

奥州市 

日向市 

札幌市 

名古屋市 

東京都千代田区

高松市 

加賀市 

倉敷市 

大阪市 
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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５日 

10 月 13 日 

10 月 17 日 

10 月 27 日 

10 月 30 日 

11 月１日 

11 月２日 

11 月 22 日 

12 月 18 日 

東北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 

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 

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 

北陸信越ブロック中小企業支援先進事例普及研修会 

中国ブロック中小企業支援先進事例普及研修会 

関西ブロック中小企業支援先進事例普及研修会 

奥州市 

日向市 

札幌市 

名古屋市 

東京都千代田区

高松市 

加賀市 

倉敷市 

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 14、17 日 

６月 15日 

６月 29日 

７月 11日 

７月 18日 

９月 15日 

10 月３日 

10 月 19 日 

11 月９日 

12 月５日 

 12 月７日 

12 月 22 日 

東京都内経営指導員研修 

広島県商工会議所連合会 小規模事業研究会 

静岡県内商工会議所 経営指導員研修会 

松本商工会議所 第 38 期 第 4回 情報化委員会 

静岡県内商工会議所 経営指導員研修会 

静岡県下商工会議所中小企業相談所長会議 

恵那・中津川商工会議所経営指導員等勉強会 

山口県内商工会議所経営指導員等研修会 

22 大都市商工会議所中小企業相談所長会議 

長井商工会議所・米沢商工会議所合同研修会 

22 大都市商工会議所中小企業相談所運営相談課長会議 

郡山商工会議所職員研修会 

東京都千代田区

東広島市 

静岡市 

松本市 

静岡市 

静岡市 

恵那市 

光市 

横浜市 

長井市 

岡山市 

郡山市 
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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 

４月10日 

～11日 

第１回特定原産

地証明書発給事

務に係る研修会 

16 名 

日商芝大門 

オフィス研修

室 

・開会挨拶 

・特定原産地証明書に係る指定発給機関の業務につい

て 

・経済連携協定の概要等の一般知識および原産地規則

について 

・特定原産地証明の発給事務における審査ポイントに

ついて 

・発給システムの操作説明（シミュレーション含む）

および審査時の留意点等について 

・経理事務処理について 

４月20日 検定事業説明会 99 名 

コンベンショ

ンホール AP 浜

松町 

・厳正施行について 

・日商簿記新生プロジェクトについて 

・販売士資格更新業務の日商への一元化について 

・PR、普及活動について 

・簿記検定（１～３級）に係る重要事項 

・ネット試験業務のポイントについて 

・珠算能力検定に係る重要事項 

・リテールマーケティング検定試験の施行・運営に関す

る留意事項について 

・検定事業関連システムについて 

・簿記合格者システムの説明 

・講演：「人生を変えた簿記」 

優成監査法人 日本公認会計士協会準会員（元阪神タイ

ガース） 奥村 武博 氏 

４月21日 
ネット試験等に

関する説明 
33 名 

日商芝大門オ

フィス研修室 

・簿記ネット受付システムについて 

・簿記初級試験について 

・社長ＢＯＫＩゲーム体験について 

４月21日 

日本商工会議所

税制専門委員・

東京商工会議所

税制委員等を対

象とする税制勉

強会 

45 名 

フクラシア東

京ステーショ

ン 

・講演「税制を巡る諸課題について」中央大学 法科大

学院 教授 森信 茂樹 氏 

・講演「事業承継について」税理士法人タクトコンサル

ティング 代表社員 玉越 賢治 氏 

４月21日 

～28日 

第２回特定原産

地証明書発給事

務に係る研修会 

20 名 

日商芝大門 

オフィス研修

室 

・開会挨拶 

・特定原産地証明書に係る指定発給機関の業務について

・経済連携協定の概要等の一般知識および原産地規則に

ついて 

・特定原産地証明の発給事務における審査ポイントにつ

いて 

・発給システムの操作説明（シミュレーション含む）お

よび審査時の留意点等について 

・経理事務処理について 

４月27日 

～28日 

事業性評価のた

めのローカルベ
39名 日商会議室Ａ 

・ローカルベンチマークについて 

・ローカルベンチマークの活用方法について 
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ンチマーク活用

研修会 

・ローカルベンチマーク活用のグループワーク 

５月10日 

～12日 

平成29年度商工

会議所会報編集

担当者研修会 

64 名 
エッサム神田

ホール２号館 

・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 西村 良平 氏 

５月18日 

～19日 

平成29年度創業

支援担当者研修

会 

38 名 
大阪商工会議

所 

・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 

・地域創業支援の意味と価値について 

・創業スクール選手権受賞者から見た商工会議所創業ス

クールについて 

・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 

・クラウドファンディングを活用した自社 PRや資金調

達手法について 

・創業塾カリキュラム、チラシ作成ワーク 

・創業相談時の初期対応実務について 

・創業を失敗させない試み、リーンスタートアップにつ

いて 

・創業者支援を成功に導く創業支援のキーワードについ

て 

５月22日 

TOAS 研修会「商

工 会 議 所 経 理

コース」 

13 名 

日商芝大門 

オフィス研修

室 

・オリエンテーション 

・経理システムに関する解説と実習 

・質疑応答 

５月23日 

～24日  

TOAS 研修会「会

員管理コース」 
17 名 

日商芝大門 

オフィス研修

室 

・オリエンテーション 

・Admin の各種設定に関する解説と実習 

・事業所、組織団体、会費管理等の各種設定に関する解

説と実習 

・質疑応答 

５月24日 

TOAS 研修会「事

業所データ活用

コース」 

12 名 

日商芝大門 

オフィス研修

室 

・オリエンテーション 

・データ活用に関する各種設定と実習  事前アンケート

で回答いただいた共通検索の方法等の実習 

・質疑応答 

５月31日 

平成29年度地域

力活用新事業∞

全 国 展 開 プ ロ

ジェクト担当者

研修会 

37 名 日商会議室Ａ 

・事業の枠組みとコンプライアンスについて 

・事業実施にあたっての留意事項と年間スケジュールに

ついて 

・事業実施にあたっての基本的事務事項、経費の使い方

について 

①６月１日

～２日 

②６月６日

～７日 

③６月８日

～９日 

④６月27日

～28日 

平成 29年度「消

費税軽減税率対

策窓口相談等事

業」経営指導員

向けブロック別

研修会 

237 名 

①名古屋市 

②福岡市 

③高松市 

④大阪市 

⑤広島市 

⑥長野市 

⑦東京都中央

区 

・消費税軽減税率対策窓口相談等事業の概要について 

・小規模事業者のＩＴ支援の進め方について 

・消費税軽減税率導入に伴う中小企業・小規模事業者の

対応について 

・人口減少等による国内市場縮小に備えた海外展開支援

の初期対応 

・経営支援力アップにつながるグループワーク 
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⑤６月29日

～30日 

⑥７月４日

～５日 

⑦７月６日

～７日 

⑧７月11日

～12日 

⑨７月13日

～14日 

⑧仙台市 

⑨札幌市 

６月12日 

～14日 

平成29年度第１

回商工会議所貿

易関係証明業務

担当者研修会 

74 名 
JP タ ワ ー

（KITTE）  

・貿易関係証明業務をめぐる状況について 

・「貿易取引の仕組み」および「貿易書類の基礎」 

・貿易関係証明の概要と発給実務のポイントについて 

６月14日 

～15日 

雇用型訓練を実

施する企業に対

する支援等実施

事業（ジョブ・

カード事業）に

係る担当者研修

会（新任者向け）

97名 
日本自動車会

館 

・ジョブ・カード制度の概要とキャリアアップ助成金（人

材育成コース）、人材開発支援助成金（特定訓練コー

ス、キャリア形成支援制度導入コース）の取り扱いに

ついて 

・商工会議所が実施する雇用型訓練を活用する企業に対

する支援等実施事業について 

・これからの人材確保と人財育成について 

・事例発表 

・委託費の取り扱いについて 

・委託費の経理処理と業務日誌などの作成方法について

・平成 28年度ジョブ・カード制度推進会議報告につい

て 

・意見交換 

６月15日 

～16日 

商工会議所青年

部担当職員マネ

ジメント力向上

研修会 

43 名 

コンファレン

ススクエアＭ

＋ 

・日本商工会議所青年部（日本ＹＥＧ）について 

・ＹＥＧ活動事例発表 

・青年部マネジメントにおいて求められるものについ

て 

・商工会議所職員としてのコンプライアンス徹底につ

いて 

６月22日 

～23日 

「第６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 29 年度特

定商工会議所中

小企業相談所直

面問題会議） 

185 名 
ホテル日航熊

本 

・開会・基調講演 

・コーディネーターによる講演・講義 

・グループディスカッション（経営分析演習） 

・記念講演 

・「熊本アピール」採択 

７月６日 

外国人技能実習

制度に関する研

修会 

23 名 日商会議室Ａ 

・新たな外国人技能実習制度と申請手続きのポイント等

について  

・外国人材の受け入れに関する商工会議所の考え方につ

いて 

・意見交換  
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７月12日 

TOAS 研修会「商

工 会 議 所 経 理

コース」 

23 名 
関西経理専門

学校 

・オリエンテーション 

・経理システムに関する解説と実習 

・質疑応答 

７月13日 

～14日 

TOAS 研修会「会

員管理コース」 
33 名 

関西経理専門

学校 

・オリエンテーション 

・Admin の各種設定に関する解説と実習 

・事業所、組織団体、会費管理等の各種設定に関する解

説と実習 

・質疑応答 

７月14日 

TOAS 研修会「事

業所データ活用

コース」 

36 名 
関西経理専門

学校 

・オリエンテーション 

・データ活用に関する各種設定と実習  事前アンケート

で回答いただいた共通検索の方法等の実習 

・質疑応答 

７月27日 

～28日 

平成29年度商工

会議所管理職研

修会 

66 名 

フクラシア東

京ステーショ

ン 

・商工会議所の直面する課題と対応 

・商工会議所活動における留意点（コンプライアンス、

働き方改革、政策提言等） 

・日本の経済社会が直面する課題とその克服に向けた商

工会議所への期待 

 (株)大和総研 政策調査部長兼調査本部付担当部長 

 鈴木 準  氏

・管理職のための実践的人事労務管理について 

 高野労務管理事務所 特定社会保険労務士 

 髙野 浩一 氏

・ダイバーシティマネジメントについて(生産性向上、

成果をあげる多様な働き方への効果的なアプローチ等)

 フォーコンパスラーニングファーム(株)  

椿 景子 氏

７月27日 

～28日 

平成29年度第１

回経営安定対策

事業研修会（事

業再生・廃業支

援および BCP 策

定支援） 

40 名 

コンファレン

ススクエアＭ

＋ 

・冒頭挨拶 

・講師講演「BCP への取組状況について」 

・講師講演「中小企業再生支援協議会事業の概要と活用

について」 

・講師講演「事業の継続・再生・整理のポイント」 

・講師講演「経営指導員向け中小企業 BCP 策定運用指針

について」 

・日本商工会議所「コンプライアンスの徹底について」

８月31日 

～９月１日 

平成29年度会員

増強研修会 
46 名 日商会議室Ａ 

講演（株式会社ヴェリサイト） 

・会員増強の全プロセスに影響する２つの重要事項 

・成果を出す会員増強プロセス（ アプローチ、ヒアリ

ング、プレゼン、クロージング） 

・事前準備の重要性 

・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とは 

・商工会議所の役員・議員による会員増強活動 

講演（日本商工会議所） 

・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 

・商工会議所のコンプライアンス 
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ロールプレイング、グループワーク（株式会社ヴェリサ

イト） 

・ケーススタディを使った会員増強ロールプレイング 

・会員増強の課題、問題の抽出と対応案策定 

９月６日 

～８日 

平成29年度マル

経等基礎研修会 
65 名 

コンファレン

ススクエアＭ

＋ 

・冒頭挨拶 

・講師講演「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 

・講師講演「経営分析について 財務分析と融資判断」

・講師講演「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」 

・グループ討議 

・質疑応答 

・日本商工会議所「コンプライアンスの徹底について」

９月14日 

～15日 

平成 29年度「経

営分析力向上特

別研修会」 

37 名 大阪市 

・講師講演 

・情報構造化及び仮説構築演習 

・経営分析演習 

９月15日 

商工会議所情報

セキュリティ対

策研修会～情報

セキュリティポ

リシー策定実習

～ 

24 名 
福岡商工会議

所  

・挨拶 

・商工会議所における情報セキュリティへの体制整備 

・情報セキュリティの最新動向と対策について     

独立行政法人情報処理推進機構（ＩＰＡ）セキュリ

ティセンター 研究員 江島 将和 氏 

・情報セキュリティポリシーの策定について  

独立行政法人情報処理推進機構（ＩＰＡ）セキュリ

ティセンター 研究員 佐藤 裕一 氏 

・質疑応答・意見交換 

９月20日 
全国商工会議所

女性役員研修会 
31 名 

JP タ ワ ー

（KITTE） 

・講演「女性役員に求められる役割」 

浦安商工会議所 会頭 柳内 光子 氏 

・質疑応答 

・会頭講話 日本商工会議所 会頭 三村 明夫 

９月26日 

～27日 

平成29年度経営

分析力向上特別

研修会 

36 名 日商会議室Ａ 

・講師講演 

・情報構造化及び仮説構築演習 

・経営分析演習 

９月29日 

商工会議所情報

セキュリティ対

策研修会～情報

セキュリティポ

リシー策定実習

～ 

46 名 
くるまプラザ

会議室 

・挨拶 

・商工会議所における情報セキュリティへの体制整備 

・地域や中小企業におけるサイバーセキュリティの推進

について 

 内閣サイバーセキュリティセンター（NISC） 上席サ

イバーセキュリティ分析官 文月 涼 氏 

・情報セキュリティの最新動向と対策について    

(独)情報処理推進機構（ＩＰＡ）セキュリティセン

ター 研究員 江島 将和 氏 

・情報セキュリティポリシーの策定について 

 （独）情報処理推進機構（ＩＰＡ）セキュリティセン

ター 研究員 江島 将和 氏 

・質疑応答・意見交換 

①９月29日 平成29年度 容 ①66名 ①アジュール ・挨拶 
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（東京） 

②10月４日

（福岡） 

③10月６日

（大阪） 

器包装リサイク

ル業務委託に関

する研修会 

②15名 

③31 名 

竹芝 

②福岡商工会

議所 

③大阪商工会

議所 

（公財）日本容器包装リサイクル協会 常務理事 栗原 

博 氏 

・容器包装リサイクル制度について 

・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 

・オンラインシステム“ＲＥＩＮＳ”の入力方法と注意

点等について 

・情報交換会 

10月４日 

～６日 

平成 29年度「商

工会議所経理担

当職員研修会」

（初級・中級） 

79 名 

フクラシア東

京ステーショ

ン 

・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 

・商工会議所会計・税務の基礎知識 

・商工会議所における会計実務 

・商工会議所における税務実務 

・消費税･法人税の実務と源泉徴収 

・各地商工会議所の会議所経理に関するＱ＆Ａ 

・情報交換会 

10月４日 

～５日 

平成29年度第２

回経営安定対策

事業研修会（事

業承継） 

41 名 

TKP御茶ノ水カ

ンファレンス

センター 

・冒頭挨拶 

・講師講演「事業承継方法・対策について」 

・グループ討議（事例研究、事業承継診断の実施） 

・講師講演「事業承継支援施策の今後の展望について」

・日本商工会議所「コンプライアンスの徹底について」

10月６日 

TOAS 研修会「商

工 会 議 所 経 理

コース」 

17 名 
日商芝大門オ

フィス研修室 

・オリエンテーション 

・経理システムに関する解説と実習 

・質疑応答 

①10月６日

～７日 

②11月21日

～22日 

③11月24日 

④11月29日

～30日 

⑤11月29日

～30日 

⑥12月１日 

⑦12月７日

～８日 

⑧12月12日

～13日 

⑨２月22日 

 

平成 29年度観光

連絡担当ブロッ

ク別研修会 

①21名 

②36 名 

③25 名 

④27 名 

⑤27 名 

⑥71 名 

⑦35 名 

⑧30 名 

⑨17 名 

①徳島市 

②白河市 

③長野市 

④鳥取市 

⑤長崎市 

⑥東京都 

⑦高山市 

⑧和歌山市 

⑨札幌市 

日本商工会議所からの講演 

・説明 「地方創生」は「観光」から 

・日本商工会議所における観光振興の取組について 

・その他 

ブロックごとに講演、事例発表、ワークショップ、グルー

プディスカッション等 

10月26日 

～27日 

平成 29年度「商

工会議所経理担

当職員研修会」

（管理職等向け）

23名 日商会議室Ａ 

・「商工会議所会計実務」の解説 

・「商工会議所税務実務」の解説 

・「会議所経理に関するＱ＆Ａ」の解説 

11月９日 第１回特定原産 10名 福岡商工会議 ・冒頭挨拶 

－496－



－20－ 

 

～10日 地証明書発給事

務担当者 中堅

者研修会 

所他 ・経済産業省への照会事例について 

・検認の流れと事例について 

・法律第６条に係る通知義務について 

・広義の生産者について 

・企業視察（(株)久原本家食品） 

11日10日 
景気に関する調

査担当者研修会 
44 名 

東京商工会議

所 

・オリエンテーション 

・講演「経済指標の見方・読み方『経済統計データ読解

講座』」 

 株式会社金融データシステム 代表取締役 

角川 総一 氏 

・講演「データ分析の企業経営・ビジネスへの活用方法

『オープンデータと賃金の統計分析』」 

 株式会社おたに 代表取締役 小谷 祐一朗 氏 

・調査事例の紹介・意見交換 

11日16日 

～17日 

平成 29年度 域

外需要獲得セミ

ナー 

11 名 

日本商工会議

所 芝 大 門 オ

フィス 

「研修室」 

・趣旨説明・全体スケジュール説明 

・地域経済循環分析の概略 

・地域経済再生の対策の考え方 

・具体的な地域を事例に RESAS 等を使った分析実習 

・PCを使いながら具体的な分析方法を体験 

・北海道新幹線を見据えた地域分析  

・地域分析を活用した施策等の考え方 

・分科会（グループワーク） 

11月27日 

～28日 

平成29年度商工

会 議 所 危 機 管

理・ＢＣＰ策定

研修会 

15 名 日商会議室Ａ 

・なぜ今商工会議所にＢＣＰが必要なのか 

・事例紹介「東日本大震災後の商工会議所の果たした役

割」 

・講義「ＢＣＰの基礎と被害想定」 

・ワークショップ（初動対応・復旧対応） 

・事例紹介「防災におけるＢＣＰについて」 

・模擬訓練（架空の商工会議所を舞台とした初動対応）

・事前対策講義 

11月30日 

～12月１日 

平成29年度商工

会 議 所 若 手 職

員・中堅職員研

修会 

①若手 

 65 名 

②中堅 

 40 名 

フクラシア東

京ステーショ

ン 

＜共通＞ 

・商工会議所の直面する課題と職員に求めること 

・商工会議所活動における留意点(歴史、コンプライア

ンス、働き方改革等）について 

・会員増強に取り組む意義 

・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 

＜若手＞ 

・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 

＜中堅＞ 

・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 

 フォーコンパスラーニングファーム株式会社 

 椿 景子 氏 

12月４日 

～６日 

平成29年度第２

回商工会議所貿
50名 

大阪商工会議

所他 

・貿易関係証明業務をめぐる状況について 

・「貿易取引の仕組み」および「貿易書類の基礎」 
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易関係証明業務

担当者研修会 

・商工会議所の貿易関係証明 

12月５日 

第２回特定原産

地証明書発給事

務担当者 中堅

者研修会 

13 名 
大阪商工会議

所 

・冒頭挨拶 

・経済産業省への照会事例について 

・検認の流れと事例について 

・法律第６条に係る通知義務について 

・広義の生産者について 

・企業視察（サラヤ(株)大阪本社工場） 

12月７日 

平成29年度小規

模事業者地域力

活用新事業全国

展 開 支 援 事 業

（地域力活用新

事業∞全国展開

プロジェクト）

地域資源活用セ

ミナー（事業説

明会） 

9名 日商会議室Ａ 

・地域力活用新事業∞全国展開プロジェクト事業説明 

・ＲＥＳＡＳ（地域経済分析システム）の活用方法につ

いて 

・プロジェクト組成に必要な視点について 

12月７日 

～８日 

創業支援担当者

研修会 
45 名 

コンファレン

ススクエアＭ

＋ 

・「国の中小企業・小規模事業者政策の動向」および「経

営支援の生産性向上（付加価値向上・効率の向上）」 

・創業塾・スクール開催における取組状況と今後の対策

についてパネルディスカッション 

・地域商工会議所と地域創業支援の意味と価値について

・創業者のためのクラウドサービス活用支援について 

・創業希望者に対する講座企画と集客・運営・会員化促

進ノウハウについて 

・ITの活用（WEB ページ制作サービス）による中小企業

の生産性向上について 

・創業相談時の初期対応実務について 

・創業を失敗させない試み、リーンスタートアップにつ

いて 

・創業者支援を成功に導く創業支援のキーワードについ

て 

12月８日 

労 働 セ ミ ナ ー

「人手不足対策

セミナー」 

79 名 

コンファレン

ススクエアＭ

＋  

講演：中小企業・小規模事業者「人手不足対応ガイドラ

インの概要」 

 経済産業省 中小企業庁 経営支援課総括課長補佐 

津脇 慈子 氏 

ワークショップ：人手不足対応ガイドラインの３ステッ

プの実践 

      社会人材研究所 所長 白石 久喜 氏 

人材紹介機関の紹介： 

 （公財）産業雇用安定センター 東京事務所副所長 

 神尾 正利 氏

12月14日 

～15日 

女 性 経 営 指 導

員・支援力向上

研修 

43 名 日商会議室Ａ 

・講師挨拶 

・事例発表 

・パネルディスカッション 

・グループディスカッション 
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・講義・演習 

2018年 

①１月22日 

②１月25日 

③１月26日 

④１月30日 

⑤２月１日 

⑥２月２日 

⑦２月６日 

⑧２月７日 

⑨２月８日 

平成29年度消費

税軽減税率対策

ブロック別中小

企業相談所長説

明会 

426 名 

①大阪市 

②名古屋市 

③千代田区 

④上越市 

⑤札幌市 

⑥仙台市 

⑦福岡市 

⑧広島市 

⑨高松市 

・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 

・事業承継税制等の概要について 

・「平成 30年度消費税軽減税率対策窓口相談等事業」お

よび「クラウド会計・モバイルＰＯＳレジ等の活用推進」

について 

・消費税軽減税率導入対策に向けたＩＴ支援（モバイル

ＰＯＳレジの活用等）について 

・消費税軽減税率と働き方改革に伴う中小企業のＩＴ化

１月24日 

～26日 

平成29年度商工

会議所事務局長

研修会 

57 名 

コンファレン

ススクエアＭ

＋ 

・商工会議所の果たすべき役割と機能強化 

・政府施策等の活用（H29補正予算、H30予算） 

・商工会議所の対応（中小企業の活力強化、事業承継税

制等の活用、地方創生への施策活用、人手不足対策等、

内なる働き方改革） 

・商工会議所の組織強化、商工会議所の経営支援 

グループ討議①：組織運営マネジメントの課題 

・第二経済への移行と働き方改革 

 NIRA 総合研究開発機構 理事・研究調査部長 

神田 玲子 氏 

グループ討議②：組織の生産性向上、事務局機能強化へ

の方策 

・労務管理のポイント 

 高野労務管理事務所 特定社会保険労務士 

髙野 浩一 氏 

・人事管理・人材育成への留意点、商工会議所のコンプ

ライアンス 

・これからの事務局運営と組織の在り方 

 横須賀商工会議所 専務理事（事務局長兼務） 

菊池 匡文 氏

 

１月25日 

～26日 

平成29年度マル

経等総合研修会

（事故対策義務

研修） 

59 名 

コンベンショ

ンホール AP浜

松町 

・冒頭挨拶 

・講師講演「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」 

・グループ討議 

・日本商工会議所「商工会議所における経営支援につい

て・コンプライアンスの徹底について」 

１月29日 

～30日 

平成29年度商工

会議所会会員増

強研修会 

30 名 高松市 

講演（株式会社ヴェリサイト） 

・会員増強の全プロセスに影響する２つの重要事項 

・成果を出す会員増強プロセス（ アプローチ、ヒアリ

ング、プレゼン、クロージング） 

・事前準備の重要性 

・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とは 

・商工会議所の役員・議員による会員増強活動 

講演（日本商工会議所） 

・各地商工会議所の会員増強・退会慰留の先進的な取り
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組み 

・日商として検討している会員増強・退会慰留策 

・商工会議所のコンプライアンス 

ロールプレイング、グループワーク 

（株式会社ヴェリサイト） 

・ケーススタディを使った会員増強ロールプレイング 

・会員増強の課題、問題の抽出と対応案策定 

１月29日 

～30日 

平成 29年度「エ

ネルギー・環境

問題の現状に関

する研修会～地

域の視点から考

える～」 

12 名 日商会議室Ａ 

【１日目（座学）】 

・エネルギー・環境を巡る現状と今後の動向について 

 資源エネルギー庁長官官房 総務課 戦略企画室  

  総括係長 小澤 俊一郎 氏

 日本商工会議所 産業政策第二部  

エネルギー・環境担当課長 森 挙一 

・商工会議所環境アクションプランについて 

 日本商工会議所 産業政策第二部 主席調査役  

市川 晶久 

・平成 30年度概算要求における省エネ補助金の概要 

 資源エネルギー庁 省エネルギー・新エネルギー部 

省エネルギー課 係長 浅見 雄佑 氏 

・各地商工会議所の取り組み事例 

 広島商工会議所 産業・地域振興部 産業振興チーム

リーダー 弘兼 知典 氏

・講演「地域におけるエネルギー活用」 

 ジャーナリスト・環境カウンセラー 崎田 裕子 氏

・質疑応答 

【２日目（視察）】 

視察先：株式会社リーテム 東京工場 

１月31日 

～２月２日 

平成29年度全国

商工会議所共済

保険担当者研修

会 

35 名 日商会議室Ａ 

・商工会議所共済制度の再確認 

・共済制度加入促進に向けた取組み 

・損害保険とは何か  

生命保険と損害保険の違いを中心に 

・商工会議所保険制度の再確認 

２月６日 

～７日 

ネットでもっと

販路拡大！「お

もてなしギフト

徹 底 活 用 セ ミ

ナー・視察会」 

19 名 
くるまプラザ

会議室 

２月６日 

・オリエンテーション 

・講演 （一社）ネッパン協議会 古幡 浩史 氏 

・説明 横須賀商工会議所 産業・地域活性課  

情報企画課 課長 工藤 幸久 氏

  ヤフー(株) おもてなしギフトプロデューサー 

 小澤 富士男 氏

・事例紹介 東京ベイ信用金庫  

常勤理事・地域サポート部長 市原 裕彦 氏

   柏商工会議所 業務部業務課長 中島 貴洋 氏

２月７日 

【視察Ａコース】：「feel NIPPON 春 2018」視察会 

【視察Ｂコース】：視察：ヤフー株式会社視察   

講座：売れる！商品写真撮影実践講座         

講師：ね工房 森下 齊 氏（プロカメラマン） 
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２月21日 

働 き 方 改 革

フォーラム 

～生産性向上と

多様な人材の活

躍推進にむけて

～ 

300 名 
大手町サンケ

イプラザ 

・基調講演：ダイバーシティが進める未来 

女優・戸板女子短期大学客員教授 菊池 桃子 氏

・ 政策講演：ワーク・ライフ・バランスの推進につい

て 

内閣府男女共同参画局 仕事と生活の調和推進室  

次長 岡本 義朗 氏

・企業における先進取組み事例の紹介 

ワンゲイン(株) 代表取締役社長 梅 千得 氏

日本通運(株) 総務・労働部ダイバーシティ推進室課長

武知 紘子 氏

広島電鉄(株) 人財管理本部人事部長 嶋治 美帆子 氏 

・商工会議所の取り組みについて 

日本商工会議所 特別顧問・東京商工会議所 副会頭  

前田 新造（(株) 資生堂 相談役）

３月２日 

平成30年度公害

健康被害補償業

務担当者研修会 

127 名 
鉄鋼カンファ

レンスルーム 

・挨拶 （独）環境再生保全機構  理事 佐野 郁夫 氏

・公害健康被害補償制度における平成 30年度の賦課料

率について 

・平成 30年度 徴収業務の実施について 

・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 

・委託業務関連オンラインシステムについて 

・質疑応答  
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（7）後援・協賛事業 

開催期日 名称 主催者名 

３月１日 

～10月１日 

2017 年”超”モノづくり部品大賞 モノづくり日本会議、日刊工業新聞社 

４月１日 

～11月３日 

平成 29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 

４月１日 

～2018 年 

３月９日 

第 57回 防錆技術学校 (一社)日本防錆技術協会 

４月１日 

～2018 年 

３月 31日 

2017 年度 国際連合公用語英語検定試験、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 

４月１日 

～2018 年 

３月 31日 

日本語検定（2017 年度） (特非)日本語検定委員会 

４月１日 

～2018 年 

３月 31日 

2017 年度 グッドデザイン賞 (公財)日本デザイン振興会 

４月３日 

～2018 年 

２月７日 

第 15回 新機械振興賞 (一財)機械振興協会 

４月 10日 

～2018 年 

３月 15日 

第 51回 日本サインデザイン賞 (公社)日本サインデザイン協会 

４月 10日 スリランカ･ビジネス･セミナー (独)日本貿易振興機構 

４月 12日 第２回 ルーマニアビジネスセミナー「ルーマニア･モルド

バ･ワイン普及促進」 

在日ルーマニア商工会議所 

４月 18日 パキスタンジャパンビジネスフォーラム来日商談会 在日パキスタン大使館 

４月 20日 日本トルコ産業機械技術セミナーと企業交流会 トルコ共和国首相府投資促進機関 

４月 27日 

～29日 

2017 日本ホビーショー (一社)日本ホビー協会 

５月～６月 高レベル放射性廃棄物の地層処分に関する「全国シンポジ

ウム」 

原子力発電環境整備機構(NUMO) 

５月３日 

～５日 

第 59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７日 

～８月 27日 

日本産業カウンセリング学会 第 22回大会 (一社)日本産業カウンセリング 

５月 11日 

～13日 

2017 GSW 東京大会 2017GSW 東京大会 実行委員長 

５月 16日 日本･ハンガリー ビジネスフォーラム 駐日ハンガリー大使館 

５月 16日 ガーナ･ザンビア投資セミナー (独)国際協力機構 

５月 18日 

～19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 

－502－



－26－ 

 

５月 23日 

～26日 

2017 ＮＥＷ環境展 日報ビジネス(株) 

５月 24日、

６月 15日 

中小企業向け改正個人情報保護法実務対応セミナー (一財)日本情報経済社会推進協会 

５月 24日 

～26日 

自治体総合フェア 2017 (一社)日本経営協会 

５月 24日 

～26日 

企業立地フェア 2017 (一社)日本経営協会 

５月 25日 

～26日 

ジェンダーサミット 10 国立研究開発法人 科学技術振興機構 

５月 31日 

～10月７日 

若者を考えるつどい 2017 (一社)日本勤労青少年団体協議会 

６月１日 

～2018 年 

３月４日 

第９回 日本語大賞 (特非)日本語検定委員会 

６月１日 

～2018 年 

３月 31日 

パワハラ対策支援セミナー (公財)21 世紀職業財団 

６月１日 

～2018 年 

３月 31日 

第 25回 社会に開かれた大学･大学院展、Web 大学･大学院

展 2017 

社会に開かれた大学･大学院展実行委員会

(大学入学情報図書館 RENA 内) 

６月６日 

～７日 

東北復興水産加工品展示商談会 2017 復興水産加工業販路回復促進センター 

６月６日 

～12日 

第 46回 アメリカ最新小売業態視察ツアー 日本小売業協会 

６月７日 

～６月９日 

Interop Tokyo 2017 Interop Tokyo 実行委員会 

６月８日 ドイツ･ヨーロッパにおける容器包装、電気電子機器、バ

ッテリー廃棄物への対応セミナー 

在日ドイツ商工会議所 

６月 10日 

～2018 年 

３月 17日 

第 21回･第 22回･第 23回･第 24回 伊勢神宮外宮奉納市 伊勢商工会議所 

６月 14日 複合材料技術セミナー「中欧における複合材料の最新トレ

ンド」 

駐日ポーランド大使館 

６月 15日 

～８月 30日 

2017 日本パッケージングコンテスト (公社)日本包装技術協会 

６月 16日 Taiwan Excellence in 東京 台湾経済部国際貿易局 

６月 20日 平成 29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 20日 

～10月 19 日 

2017 染織意匠･図案コンペティション 全国染織連合会 

６月 23日 

～７月９日 

第 67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 
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６月 27日 

～８月 30日 

JJA ジュエリーデザインアワード 2017、ジャパン･ジュエ

リー･フェスティバル 2017 

(一社)日本ジュエリー協会 

６月 28日 日本･チェコ ビジネス投資フォーラム 2017 チェコ共和国ビジネス投資開発庁 

(チェコインベスト) 

６月 28日 地方創生『食の魅力』発見商談会 2017 地方創生『食の魅力』発見商談会実行委員

会 

７月～12月 IPA 中小企業情報セキュリティ講習能力養成セミナー (独)情報処理推進機構 

７月１日 

～2018 年 

３月５日 

日本クリエイション大賞 2017 (一財)日本ファッション協会 

７月１日 

～2018 年 

３月 12日 

第 43回（平成 29年度）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   

７月３日 第 70回 広告電通賞 広告電通賞審議会 

７月３日 

～４日 

第６回 JACI／GSC シンポジウム (公社)新化学技術推進協会(JACI) 

７月３日 

～2018 年 

１月 11日 

第８回 キャリア教育アワード 経済産業省 

７月３日 

～2018 年 

３月 16日 

第８回「日本でいちばん大切にしたい会社」大賞 人を大切にする経営学会､「日本でいちばん

大切にしたい会社」大賞実行委員会 

７月４日 台湾情勢に関する講演会 (公財)日本台湾交流協会 

７月４日 日中企業経営者イノベーションフォーラム 

（京都フォーラム） 

京都府、京都商工会議所、 

(一財)日中経済協会 

７月６日 「 Kansai and the Asia Pacific Economic Outlook 

2016-2017」英文白書発表会 

(一財)アジア太平洋研究所 

７月９日 第 46回 全国氷彫刻展夏季大会 (特非)日本氷彫刻会 

７月 10日 

～2018 年 

２月下頃 

第７回 地域産業支援プログラム表彰事業 

（イノベーションネットアワード 2018） 

(一財)日本立地センター 

７月 11日 地方創生フォーラム in青森 (一財)地域活性化支援センター 

７月 11日 

～2018 年 

５月７日 

「日本の医療と医薬品等の未来を考える会」分科会 日本の医療と医薬品等の未来を考える会 

７月 12日 

～2018 年 

３月初 

第２回働きやすく生産性の高い企業･職場表彰～魅力ある

企業成長～ 

厚生労働省 

７月 13日 平成 29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 

７月 13日 

～９月 14日 

第 36回 日本かばん技術コンクール (一社)日本鞄協会 

７月 17日 不動産利活用セミナー (株)神奈川新聞社 
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７月 19日 

～21日 

第 38回 インド衣料品展、第 28回 インド家庭用品展 インド貿易振興局 

７月 19日 

～21日 

第６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 20日 

～21日 

平成 29年度 沖縄県企業誘致セミナー 沖縄県庁 

７月 20日、

26日 

ESG 投資フォーラム 日本経済新聞社 

７月 25日 「ムスリム観光客対応セミナー」できる一歩から始めるム

スリムおもてなし 

国際機関日本アセアンセンター 

７月 25日 

～８月８日 

第 37回 全国高等学校 IT･簿記選手権大会 (学)立志舎 

７月 27日 IT 経営実践フォーラム IT マネジメント･サポート協同組合 

８月上旬 

～2018 年 

２月５日 

JVA2018（Japan Venture Awards 2018） (独)中小企業基盤整備機構 

８月１日 

～2018 年 

３月６日 

第 14回 キャンパスベンチャーグランプリ(CVG)全国大会 日刊工業新聞社 

８月２日 

～３日 

平成 29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３日 

～４日 

第 12回 若年者ものづくり競技大会 中央職業能力開発協会 

８月４日 ふるさとテレビ 12周年記念七夕シンポジウム (特非)ふるさとテレビ 

８月５日 

～６日 

一億総活躍･地方創生〈学生･若者〉全国大会 in横浜 (一社)全国学生連携機構（JASCA） 

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 11日 全国花火名人選抜競技大会、ふくろい遠州の花火 2017 ふくろい遠州の花火実行委員会 

８月 16日 

～20日 

日本家庭薬協会 香港ミッション 日本家庭薬協会 

８月 22日 第 13回 教育旅行シンポジウム (公財)日本修学旅行協会 

８月 30日 

～９月８日 

第 84 回 東京インターナショナル･ギフト･ショー秋

2017、第 84回 東京インターナショナル･ギフト･ショー秋

2017LIFE×DESIGN 

(株)ビジネスガイド社 

８月 31日 

～９月１日 

JST フェア 2017～科学技術による未来の産業創造展～ 国立研究開発法人 科学技術振興機構 

９月上旬 

～2018 年 

２月 26日 

第 10回 全国ビジネス商談会 日本政策金融公庫 

９月１日 

～10月 31 日 

第 44回 屋外広告の日 (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 
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９月１日 

～2018 年 

２月 23日 

ジャパン･テキスタイル･コンテスト 2017 ジャパン･テキスタイル･コンテスト開催委

員会 

９月６日 

～８日 

第 22回 グルメ＆ダイニングスタイルショー秋 2017 (株)ビジネスガイド社 

９月６日、 

10 月５日 

WTC 午餐会 (一社)世界貿易センター東京 

９月７日 

～22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－中小企業を弁護士が応援します！－」 

日本弁護士連合会 

９月７日、 

９月 22日 

EC Camp2017 秋 (独)中小企業基盤整備機構 

９月７日 

～10月 15 日 

スポーツ･オブ･ハート 2017、スポーツ･オブ･ハート 2017 

in 大分 

(一社)スポーツオブハート  

９月７日 

～2018 年 

１月 26日 

情報モラル啓発事業セミナー、情報モラルシンポジウム

（平成 29年度 中小企業庁委託事業） 

中小企業庁､ (公財)ハイパーネットワーク

社会研究所 

９月９日 

～10日 

2017 発明くふう展覧会 2017 発明くふう展覧会事務局 

(一宮商工会議所内) 

９月 10日 平成 29年度 健康保険組合 健康みらいトーク 健康保険組合連合会 

９月 13日 

～15日 

IFPEX2017（第 25回フルードパワー国際見本市） (一社)日本フルードパワー工業会、 

(株)日本工業新聞 

９月 21日 

～24日 

ツーリズム EXPO ジャパン 2017 (公社)日本観光振興協会、(一社)日本旅行

業協会、(独)国際観光振興機構 

９月 21日 

～2018 年 

４月頃 

環境 人づくり企業大賞 2017（平成 29年度 環境人材育成

に関する先進企業等表彰） 

環境人材育成コンソーシアム 

９月 22日 

～2018 年３

月 

ザ･ビジネスモール職員研修会･全国会議 大阪商工会議所 

９月 22日 2017 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 

９月 23日 

～９月 24日 

ナマステ･インディア 2017 (特非)日印交流を盛り上げる会 

９月 24日 

～10月１日 

環境衛生週間 環境省 

９月 28日 

～29日 

京都スマートシティエキスポ 2017 京都スマートシティエキスポ運営協議会 

10 月 

～ 

2018 年３月 

科学的特性マップに関する意見交換会 原子力発電環境整備機構（NUMO） 

10 月上旬 

～2018 年 

３月中旬 

第 21回 環境コミュニケーション大賞 (一財)地球･人間環境フォーラム 

10 月１日 

～11月 26 日 

平成 29年度 消費者生活アドバイザー資格試験 (一財)日本産業協会 
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10 月２日 

～12月中旬 

平成 29年度 全国伝統工芸品公募展 (一財)伝統的工芸品産業振興協会 

10 月３日 虎の門セミナー×新鋭経営会フォーラム 2017in 東京 

「わが志とビジネス･イノベーション」 

新鋭経営会､(独)中小企業基盤整備機構 

10 月３日 情報セキュリティ監査着手セミナー (特非)日本セキュリティ監査協会 

10 月３日 

～６日 

CEATEC JAPAN(シーテック ジャパン)2017 CEATEC JAPAN 実施協議会 

〔(一社)電子情報技術産業協会、(一社)情報

通信ネットワーク産業協会、(一社)コン

ピュータソフトウェア協会〕 

10 月３日 

～６日 

JAPAN PACK 2017（2017 日本国際包装機械展） (一社)日本包装機械工業会 

10 月４日 第 12回 容器包装３Ｒ推進フォーラム 3R 推進団体連絡会 

10 月５日 生活文化創造都市推進事業「八王子地域会議」 (一財)日本ファッション協会 

10 月５日 

～６日 

「売れる」を、見つける。燕三条トレードショウ 2017 燕三条メッセ実行員会 

10 月６日 第３回 全国 100 円商店街サミット 全国 100 円商店街サミット実行委員会 

〔(特非)アンプ、新庄市、新庄観光協会、新

庄南本町商店街〕 

10 月７日 

～８日 

グローバルサイエンスキャンパス 平成 29 年度 全国受講

生研究発表会 

国立研究開発法人 科学技術振興機構 

10 月７日 

～９日 

いわて･三陸けせん希望ストリート 2017～展示即売会 in

有楽町～ 

三陸けせん希望ストリート連絡協議会 

10 月８日 

～11月 10 日 

2017 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 

10 月 10 日 

～20 日 

平成 29年 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 11 日 標準化と品質管理全国大会 2017 (一財)日本規格協会 

10 月 11 日 

～13 日 

危機管理産業展 2017 (株)東京ビッグサイト 

10 月 11 日 

～11 月 17 日 

第 59回 日本民芸公募展 (一財)日本工芸館 

10 月 12 日 

～15 日 

RENEW×大日本市鯖江博覧会 RENEW×大日本市鯖江博覧会実行委員会 

10 月 13 日 

～2018 年 

１月 14日 

国際漆展･石川 2017 国際漆展･石川開催委員会 

10 月 16 日 

～22 日 

Amazon Fashion Week TOKYO (一社)日本ファッション･ウィーク推進機

構 

10 月 17 日 2017 ACCJ 東京ウィメン･イン･ビジネス･サミット 在日米国商工会議所 

10 月 17 日 ドバイエアポートフリーゾーンセミナー ドバイエアポートフリーゾーン庁 

10 月 19 日 第 173 回 WTC 合同講演会 (一社)世界貿易センター東京 

10 月 19 日 台湾精密加工部品調達商談会 2017 台湾経済部国際貿易局 
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10 月 19 日 

～21 日 

諏訪圏工業メッセ 2017 諏訪圏工業メッセ 2017 実行委員会 

10 月 19 日 

～11 月 22 日 

第 66回 全国小紋友禅染色競技会 全国染色協同組合連合会 

10 月 20 日 地方創生フォーラム in青森 (一財)地域活性化支援センター 

10 月 20 日 ふるさと大使全国大会 2017 全国ふるさと大使連絡会議 

10 月 21 日 

～2018 年 

２月４日 

地域防災力充実強化大会(愛知)、地域防災力向上シンポジ

ウム(鳥取･香川･岩手) 

消防庁ほか 

10 月 25 日 2017 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

用組合中央会、全国信用協同組合連合会 

10 月 25 日 

～27 日 

e ラーニング アワード 2017 フォーラム (一社)e-Learning Initiative Japan、フジ

サンケイ ビジネスアイ(日本工業新聞社) 

10 月 26 日 

～27 日 

上田地域産業展 2017 上田地域産業展運営委員会 

10 月 31 日 バングラデシュ投資セミナー (独)日本貿易振興機構 

11 月１日 

～30日 

第 58回 品質月間 (一財)日本規格協会、(一財)日本科学技術

連盟 

11 月１日 

～2018 年 

３月 19日 

ジャパン･ツバメ･インダストリアルデザインコンクール

2018 

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 

11 月２日 WTC 午餐会 (一社)世界貿易センター東京 

11 月３日 

～５日 

第 16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 

11 月７日 

～13日 

第 47回 アメリカ最新小売業態視察ツアー 日本小売業協会 

11 月７日 

～2018 年 

１月 22日 

第 59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 

11 月８日 平成 29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 

11 月８日 

～10日 

2017 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８日 

～10日 

第 76回 全国産業安全衛生大会および緑十字展 2017 中央労働災害防止協会 

11 月９日 

～10日 

地方銀行フードセレクション 2017 地方銀行フードセレクション実行委員会、

リッキービジネスソリューション(株) 

11 月 11 日 

～12 日 

第８回 ファーマーズ＆キッズフェスタ 2017 (公社)日本農業法人協会 

11 月 13 日 インド南部タミル・ナドゥ州投資セミナー (独)日本貿易振興機構 

11 月 13 日 

～12月７日 

農業参入フェア 2017(東京･大阪･名古屋) 農林水産省 

11 月 15 日 愛知県産業立地セミナー2017in 東京 愛知県 
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11 月 15 日 航空機産業拡大フォーラム (特非)諏訪圏ものづくり推進機構 

11 月 15 日 

～17 日 

新価値創造展 2017 (独)中小企業基盤整備機構 

11 月 16 日 

～17 日 

第 55回 全日本包装技術研究大会 (公社)日本包装技術協会 

11 月 17 日 第 16回 産業廃棄物と環境を考える全国大会 (公社)全国産業廃棄物連合会、(公社)日本

産業廃棄物処理振興センター、(公社)産業

廃棄物処理事業振興財団 

11 月 17 日 第 56回 電話応対コンクール全国大会 (公財)日本電信電話ユーザ協会 

11 月 17 日 

～19 日 

第 37回 全国障害者技能競技大会 (独)高齢･障害･求職者雇用支援機構 

11 月 18 日 AIBA 認定貿易アドバイザー試験 2017 (一社)貿易アドバイザー協会 

11 月 20 日 2017 年度 フレッシャーズ産業論文コンクール(第 40回) 日刊工業新聞社 

11 月 20 日 

～22 日 

国際総合見本市「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 

11 月 20 日 

～12月５日 

平成 29年度 事業承継フォーラム(東京･大阪･名古屋) (独)中小企業基盤整備機構 

11 月 21 日 2017 年 日本産業広告賞 (株)日刊工業新聞社 

11 月 21 日 第 13回 日独産業フォーラム 2017 ドイツ貿易･投資振興機関 

11 月 24 日 

～25 日 

ITC Conference 2017 (特非)IT コーディネータ協会 

11 月 24 日 

～27 日 

第 55回 技能五輪全国大会 中央職業能力開発協会 

11 月 27 日 ルクセンブルク･日本 ビジネスフォーラム ルクセンブルク貿易投資事務所（東京） 

11 月 28 日 チェコ投資セミナー 電気自動車とインダストリー4.0 が

もたらす未来 

チェコ共和国ビジネス投資開発庁 

（チェコインベスト） 

11 月 28 日 南海トラフ地震等に対する緊急防災対策促進大会 南海トラフ地震等に対する緊急防災対策促

進委員会 

11 月 28 日 MCPC award 2017 モバイルコンピューティング推進コンソー

シアム(MCPC) 

11 月 28 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 

11 月 28 日 

～12月８日 

ものづくり補助事業成果発表･ビジネスマッチング会「中

小企業新ものづくり･新サービス展」(東京･大阪) 

全国中小企業団体中央会 

11 月 29 日 日本イスラエルビジネスフォーラム (独)日本貿易振興機構 

11 月 29 日 

～12月１日 

システムコントロールフェア 2017、計測展 2017TOKYO (一社)日本電機工業会〔JEMA〕、(一社)日本

電気制御機器工業会〔NECA〕、(一社)日本電

気計測器工業会〔JEMIMA〕 

11 月 29 日 

～12月１日 

SAMPE JAPAN、先端科学技術展 2017 先端材料技術協会、日刊工業新聞社 

11 月 29 日 

～12月２日 

2017 国際ロボット展 (株)日刊工業新聞社 

12 月２日 

～３日 

日本ベンチャー学会 第 20回全国大会 日本ベンチャー学会 
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12 月２日 

～2018 年 

２月 20日 

平成 29年度 社会人基礎力育成グランプリ (一社)社会人基礎力協議会 

12 月３日 安城元気フェスタ 2017 安城商工会議所 

12 月４日 クールジャパン･マッチングフォーラム 2017 クールジャパン官民連携プラットフォー

ム、(内閣府 知的財産戦略推進事務局) 

12 月５日 

～2018 年 

１月 22日 

第 69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 

12 月 13 日 台湾情勢セミナー (公財)日台交流協会 

12 月 15 日 

～16 日 

オートカラーアウォード 2017 (一財)日本流行色協会 

12 月 19 日 平成 29年度 IIST 国際情勢シンポジウム (一財)貿易研修センター 

12 月 20 日 豪州ビジネスセミナー（サービス･IT･イノベーション編） 日豪経済委員会 

12 月 24 日 第 11 回 日中省エネルギー･環境総合フォーラム（京都フ

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 

12 月 24 日 アカウンティングコンペティション 2017 日本大学商学部 

2018 年 

１月～秋 

第 16回 勇気ある経営大賞 東京商工会議所 

１月 16日 台湾情勢セミナー (公財)日台交流協会 

１月 16日 

～22日 

第 26 回 ニューヨーク＆オークランド最新小売業態視察

ツアー 

日本小売業協会 

１月 19日 インド･テランガナ州投資セミナー (独)日本貿易振興機構 

１月 22日 

～23日 

グローバル知財戦略フォーラム 2018 特許庁、(独)工業所有権情報･研修館 

１月 23日 EPA（経済連携協定）活用セミナー さいたま商工会議所 

１月 23日 第５回シンポジウム「キャリア権を考える～人工知能（AI）

と仕事･キャリアの未来～」 

(認定特非)キャリア権推進ネットワーク 

１月 24日 

～26日 

第 42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 29日 台湾情勢セミナー (公財)日台交流協会 

１月 30日 チャレンジふくしまフォーラム in首都圏 福島県 

１月 30日 

～31日 

第３回 オール九州食品商談会 in東京 (一社)九州経済連合会 

１月 31日 

～２月２日 

フランチャイズ･ショー2018 日本経済新聞社 

１月 31日 

～２月９日 

第 85 回 東京インターナショナル･ギフト･ショー春

2018、LIFE×DESIGN 

(株)ビジネスガイド社 

２月３日 Japan Career Fair in Pune（ジョブフェア in PUNE） フォースバレーコンシェルジュ(株) 

２月７日 

～９日 

流通大会 2018 (公財)流通経済研究所 
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２月７日 

～９日 

第 23回 グルメ＆ダイニングスタイルショー春 2018 (株)ビジネスガイド社 

２月７日 

～27日 

シンポジウム「働き方改革 2018～人材のスマートマッチ

ングを考える～」 

(公財)産業雇用安定センター 

２月９日 

～３月８日 

中小企業情報セキュリティセミナー (独)情報処理推進機構 

２月 14日 第 13回 国内観光活性化フォーラム inこうち (一社)全国旅行業協会 

２月 14日 平成 29 年度 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 

２月 16日 地方創生フォーラム in茨城 (一財)地域活性化センター 

２月 16日 2017地域再生フォーラムinとうきょう～立地適性化計画

の実現を目指して～ 

(特非)TOM ネット 

２月 16日 

～21日 

伝統的工芸品展 WAZA 2018 (一財)伝統的工芸品産業振興会 

２月 16日 

～22日 

第７回 ヨーロッパ最新小売業態視察ツアー 日本小売業協会 

２月 20日 

～23日 

第 39回 フードケータリングショー、第 18回 厨房設備機

器展 

日本能率協会、(公社)日本給食サービス協

会、(一社)日本弁当サービス協会、(公社)

日本メディカル給食協会、(一社)日本厨房

工業会 

２月 21日 第 17回 JIPA 知財シンポジウム (一社)日本知的財産協会 

２月 21日 男性の家事･育児応援フォーラム「これからの子育てと暮

らし×デザイン」 

内閣府 子ども･子育て本部 

２月 22日 

～23日 

京都知恵産業フェア 2018 京都知恵産業フェア実行委員会 

２月 22日 

～24日 

第 17回 たま工業交流展 たま工業交流展実行委員会 

２月 23日 地場産品海外販路拡大事業「秩父ナイト」 (一財)秩父地域地場産業振興センター 

２月 26日 インド･タミル･ナドゥ州投資セミナー 日本貿易振興機構、タミルナドゥ州政府、

在京インド大使館 

２月 26日 

～３月８日 

日本マイクロソフト×中小機構 中小機構虎ノ門セミナー (独)中小企業基盤整備機構  

３月１日 第 22回 ふるさとイベント大賞、平成 29年度 地方創生 

フォーラム 

(一財)地域活性化センター 

３月３日 福島相双復興シンポジウム (公社)福島相双復興推進機構 

３月４日 

～10日 

第 51回 なるほど展 (一社)婦人発明家協会 

３月６日 第 28回 流通交流フォーラム 日本小売業協会、日本経済新聞 

３月６日 

～９日 

JAPAN SHOP 2018（第 47回店舗総合見本市） 日本経済新聞社 

３月６日 

～９日 

リテールテック JAPAN 2018 

（第 34回流通情報システム総合展） 

日本経済新聞社 
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３月６日 

～９日 

SECURITY SHOW 2018 

（第 26回セキュリティ･安全管理総合展） 

日本経済新聞社 

３月６日 

～９日 

第７回 LED NEXT STAGE 2018 (特非)LED 照明推進協議会(JLEDS)、 

日本経済新聞社 

３月７日 

～８日 

平成 29 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(NICT) 

３月９日 第４回 ICC アジア･大洋州 CEO フォーラム 国際商業会議所 日本委員会 

３月９日 ICC 国際仲裁セミナー 国際商業会議所 日本委員会 

３月９日 知財金融フォーラム 特許庁、金融庁 

３月 13日 日本･スリランカ･投資フォーラム (独)日本貿易振興機構 

３月 14日 統一土曜閉所運動 (一社)日本建設業連合会  

３月 16日 第５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 

３月 20日 

～25日 

第６回 アクサレディスゴルフトーナメント in MIYAZAKI (株)テレビ宮崎 

３月 28日 フィリピン経済フォーラム 国際機関日本アセアンセンター、駐日フィ

リピン共和国大使館貿易投資部 
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９．対処すべき課題 

（1）過年度の事業実施状況 

2016 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」「ネットワークを最大限に活用した『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。 

2017 年度は、「地方創生と中小企業の活力強化を両輪とした成長を協力に支援」「成長を後押しする一歩

先んじた政策提言」「商工会議所機能の最大化～未来を拓く商工会議所～」を重点項目として活動した。 

また、11 月に三村会頭が再任し、2017 年３月には、「『成長する経済』を実現し、新たな未来を築く～

民間の挑戦が持続的成長の原動力」をテーマとする、2017 年度から 2019 年度までの活動指針「第 30期行

動計画」を策定した。 

（2）対処すべき課題 

アベノミクス開始から官民挙げて様々な政策パッケージを一貫して展開してきた結果、マクロ経済指標

は順調な回復・拡大を続け、需給ギャップはプラスに転換した。しかし、潜在成長率は１％程度まで低下

しており、日本経済が成長軌道に復するために解決すべき課題は山積している。特に、地域では、人口減

少、人手不足、事業所減少、域内消費低迷、東京一極集中等が深刻化し、格差が顕在化している。成長の

果実を全国津々浦々にまで波及させるためには、成長戦略を着実に実行し、需要創造型政策から供給能力

創出型政策への重点化を図り、足元の安心の確保だけではなく、将来不安を解消していくことが重要であ

る。 

成長する経済の実現には、日本人１人１人の豊かさや生産性を回復させていくことが必要である。その

ためにも、経営者はリスクテイクしながら積極果敢に生き残りをかけ、生産性向上や人手不足対策等に取

組まなければならない。第４次産業革命、Ｓｏｃｉｅｔｙ5.0 という生産性向上の新しいシーズも生まれ

ており、日本商工会議所は、全国 515 商工会議所と連携し、これら新しい技術の活用促進をはじめ、事業

承継、創業、経営力向上、海外展開等への小規模・中小・中堅企業等の挑戦を後押しする。また、地方創

生に向けて、広域観光・インバウンド拡大、農商工連携、地域資源活用、民間主導のまちづくり・社会資

本整備など、商工会議所が各地域の多様な主体と連携して推進する活動を後押しする。これら民間の挑戦

を後押しするため、LOBO 調査等で景気情勢等を適切に把握し、各種委員会活動を活発化させ、現場の声に

基づくタイムリーな提言をとりまとめるとともに、商工会議所間のさらなる連携により、商工会議所機能

と活動成果の最大化、政策実現力の強化を図る。 

2018 年は、「明治 150 年」、「商工会議所設立 140 年」の節目の年を迎える。今一度、明治の創立の精神

に立ち返り、商工会議所が地域総合経済団体として、地域や企業が抱える課題やニーズ等を一歩先んじて

把握し、機敏に政策提言や事業活動を展開してまいりたい。国連では、2030 年までの持続可能な開発目標

（SDGs：Sustainable Development Goals）を提示し、日本を含めて世界各国で経済成長と社会的包摂を柱

とする政策が進められている。公益と私益の調和を唱えた渋沢栄一翁により設立された商工会議所活動そ

のものが本目標を具体化するものとして、大いに注目されている。 

震災復興では、東日本大震災から７年が経過し、被災地で自立・自走に向けた創生が進んでいる。2020

年夏に開催される東京オリンピック・パラリンピックを「復興五輪」と捉え、復興の加速化、福島の早期

再生を継続的に支援する。近年、大規模な地震や台風等の災害が各地で頻発しており、商工会議所が市民、
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事業者、行政等の期待に応えられるよう地域防災への対応力強化を後押しする。 

日本商工会議所では、第 30 期行動計画『「成長する経済」を実現し、新たな未来を築く－民間の挑戦が

持続的成長の原動力－』（2017 年～2019 年）に基づき、「未来を拓く商工会議所」として、現場主義と双

方向主義のもと、515 商工会議所（125 万会員）との連携をさらに強化し、企業の繁栄、地域の再生、日

本の持続的成長に貢献できるよう、以下の諸事業に取組む。 

 

○2018 年度事業活動項目 

Ⅰ．地方創生と中小企業の活力強化を両輪とした成長を強力に支援 

【課題１】中小企業の生産性向上（事業承継、ＩＴ活用、創業・経営力向上、海外展開等） 

１．新しい事業承継税制の活用促進、事業承継支援の強化 

２．中小企業・小規模事業者の IT活用支援、イノベーション強化に向けた IoT・AI・ビッグデータ・ロ

ボット等の活躍推進、中小企業 100 万社 IT支援への協力 

３．中小企業等の創業・経営力向上、小規模事業者の持続的発展、取引適正化、消費税率引上げ・軽減

税率導入（2019.10）への対応 

４．中小企業の輸出・投資の促進、貿易投資環境の整備、RCEP 等経済連携協定の交渉推進、TPP11、日

EU・EPA の早期発効と活用推進 

【課題２】中小企業と地域の人手不足対応（多様な人材活躍、働き方改革等） 

１．中小企業における女性・若者・高齢者・外国人材の活躍推進 

２．同一労働・同一賃金、時間外労働の上限規制等働き方改革関連法の法施行に伴う中小企業の制度導

入支援、健康経営への支援２．人手不足に対応した女性等多様な人材の活用 

【課題３】地方創生（観光・インバウンド、農商工連携、社会資本整備等） 

１．多様な連携による広域観光振興の推進、インバウンド需要の地域への取込み(2800 万人⇒2020 年 

4000 万人) 

２．農林水産業の成長産業化、輸出促進、農林水産団体との連携、地域ブランドづくり、販路開拓・拡

大 

３．民間主導のまちづくり、ストック効果の高い社会資本整備の促進、地域防災・減災、BCP 等の危機

対応力強化 

４．復興五輪の推進、風評被害・風化の払拭 

５．国際イベント効果の地域経済への波及促進 

６．地方における若者の定着推進 

Ⅱ．成長を後押しする一歩先んじた政策提言 

【課題４】商工会議所の提言、政策実現力の強化 

Ⅲ．商工会議所機能の最大化～未来を拓く商工会議所～ 

【課題５】商工会議所間連携による活動成果の最大化（組織強化、人材育成等） 

１．会頭・日商役職員の各地訪問、政策討議機会の拡大(夏季政策懇談会等) 

２．商工会議所の生産性向上、IIT 活用による情報化推進、小都市商工会議所等の組織基盤強化支援、

人材育成、コンプライアンスの徹底等 

３．各種検定試験・各種保険制度等の普及 

４．商工会議所活動の見える化（認知度向上、各地商工会議所の広報力向上） 

５．日本商工会議所青年部、全国商工会議所女性会連合会の会員拡大等 

－514－



－38－ 

 

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（1963 年９月実施） 

① 本制度は、2004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0.7％

であったが、本年度は0.5％へと引き下げられた。予定利率・掛金率については、３年ごとの財政再計算

の都度、必要に応じて見直すこととしており、直近再計算（2015年10月：第17回）の結果、現行どおりと

なっている。なお、次回の財政再計算は2018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、先進国を中心に企業業績が堅調であることや、米国の税制改革による景気の押し上げ

への期待、さらに衆院選での与党勝利などを背景に、第３四半期まで内外株式は大きく上昇した。一方、

年度末にかけては、米国の長期金利の上昇や保護主義政策への警戒感などから上げ幅を縮小したものの、

年間を通じては、４資産すべてでプラスとなり、全体の運用は予定利率を上回るものとなった。 

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 239 名、退職者は 218 名で、本年度末現在の加入商工会議所等は 207 ヵ所 3,228

名となった。また、本年度末基金現在高（時価総額）は、174 億 57 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 218 名（うち、年金受給資格者で一時金とした者

99 名）に対して 10億 38 百万円であった。一方、年金給付は 420 名（退職年金 418 名・遺族年金２名）に

対して３億 19百万円であった。 

 

(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（1973 年４月実施）の加入商工会議所は 239 カ所 4,132 名、労働

傷害給付金は７件 1200 万円で、掛金額の 40.7％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（1967 年８月実施）の加入商工会議所は 311 カ所 2,371 名、入院・死

亡・災害保険金給付額は 12 件 941 万円で、掛金額の 45.5％（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（1980 年１月実施）には傷害保険と所得補償保険、個人賠償責任補償があり、傷害保

険のオプションとして、「携行品」「住宅内生活用動産」「借家人賠償責任補償」も付加されている。所得
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補償保険については、最長２年間補償する短期型と、最長 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 66 カ所 450 名、給付は 13 件 64 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、11カ所 13名、給付はなかった。 

④ 成人病特約付医療保険（無配当保険）（1992 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 126 カ所 286 名、給付は 43 件 445 万円

であった。また、終身Ⅱ型の加入商工会議所は 22 カ所 28 名、給付はなかった（終身Ⅱ型は 2010 年６月

をもって新規募集を終了）。 

⑤ 休業補償プラン（1999 年９月実施）の加入商工会議所は 21カ所 52名、給付は１件２万円であった。 

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 571 名の利用に供した。また、「マロウドイン赤坂」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。 
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２．一般社団法人日本珠算連盟 

理 事 長 益田 明 

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 259 団体、その会員は 3,788 名、特別会員８団体、都道府県代表会員 39 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 14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 1,206 カ所 118,847 名） 

＜当所からの事務委託＞ 

○珠算能力検定試験（４級－６級 1,194 カ所 46,441 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 493 カ所 9,893 名） 

○珠算能力検定試験（７級－10級 886 カ所 28,063 名） 

○暗算検定試験（１級－６級 964 カ所 63,666 名） 

○暗算検定試験（準１･準２･準３級 394 カ所 6,421 名） 

○暗算検定試験（７級－10級 435 カ所 5,118 名） 

○段位認定試験（準初段－十段 656 カ所 20,774 名） 

○読上算検定試験（１級－10 級 23 カ所 2,482 名） 

○読上暗算検定試験（１級－10級 23 カ所 2,164 名） 

② 競 技 大 会 等 

○そろばんグランプリジャパン 2017  参加者 346 名（ジュニア部門 141 名、スクール部門 126 名、シニ

ア部門 79名）（７月 23日 於：兵庫県神戸市「神戸常盤アリーナ（兵庫県立文化体育館）」） 

○2017 年全国あんざんコンクール 141 団体 17,596 名 

○2017 年全国そろばんコンクール 154 団体 18,291 名 

○各地珠算競技大会の支援・後援 152 カ所、賞状 827 枚、メダル 880 個 

③ 珠算指導者講習会 

＜基 礎＞５カ所 323 名 ＜低学年＞５カ所 257 名 ＜応 用＞８カ所 449 名 

＜暗 算＞３カ所 179 名  計 21 カ所 1,208 名 

④ 研修会等 

○珠算セミナー 

参加者 50名（４月 16 日、於：青森県弘前市「弘前商工会議所」） 

○珠算セミナー 

－517－



－41－ 

 

参加者 107 名（10月１日、於：熊本県熊本市「熊本商工会議所」） 

○珠算指導者講習会 

参加者 70名（平成 30 年１月 21 日･22 日 於：静岡県浜松市「ヴィラくれたけ」） 

⑤ 珠算指導者養成講習会 参加者 24 名（８月５日～７日 於：東京都港区「チサンホテル浜松町」 

⑥ 優良生徒表彰  142 団体／賞状 4,159 枚、メダル 1,732 個 

⑦ PR チラシ（第 38号）13 万枚 

⑧ 刊 行 物 「日本珠算」（年６回発行）第 660 号～第 665 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 104 団体、賛助会員（登録講師 660 名、個人７名、法人３） 

（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 11回表彰」を実施

した。 

○企業等を対象とするセミナーの実施 

○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（80,000 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 11 回） 

・団体・法人表彰の部 ３件、個人表彰の部 ２名 

○通信教育講座の開講 

・販売士資格更新 １級 187 名、２級 3,586 名、３級 3,375 名 

・販売士養成 ２級 52 名、３級 63 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、愛知県名古屋市において運営懇談会を実施した。 

○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） 

○各地販売士協会事業に対する後援 

○販売士養成講習会の開催に対する助成（計２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 2018 年度販売士養成講習会等講師登録研修会」を８月２日（水）・８月３日（木）、東京都千代

田区で開催した。 

○登録講師研修会の開催 

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、2018 年３月６日（火）、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。 

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３日（木）、東京都千代田区で「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 
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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して情報を提供するとともに、広く社会に販売

士制度を周知させるため、ホームページのリニューアルとコンテンツ拡充、メールマガジンの発行、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 58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 30 日、ＴＫＰガーデンシティ御茶ノ水で開催。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、素材、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、大使館賞、日商会頭賞などの各賞を授与した。出

品点数は 46 都道府県の 507 社より 1,014 点（うち、グローバル部門 167 点。以下（ ）はグローバル部門

点数）、（菓子 379 点（79 点）、食品 536 点（60 点）、民工芸品 99 点（28 点））。入賞品の表彰式は 2018 年２

月１日、東京ドームホテルで開催した。 

＜大臣賞入賞作品＞ 

厚生労働大臣賞＜菓子部門＞涼菓 彩紙ふうせん（株式会社 鼓・石川県） 

農林水産大臣賞＜食品部門＞紀州南高梅 夢葵 彩の舞（株式会社 紀和農園・和歌山県） 

経済産業大臣賞＜民工芸部門＞白木長手弁当箱（小）（有限会社 柴田慶喜商店・秋田県） 

国土交通大臣賞＜グローバル部門＞一藻百味５袋詰合わせ（株式会社 山本海苔店・東京都） 

観光庁長官賞＜全部門より＞笹かまぼこ詰合せ（株式会社 白謙蒲鉾店・宮城県） 

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、

中国大使館賞、特別審査優秀賞が授与された。 

 

（2）全国観光土産品連盟創立 60 周年記念・第 52回全国協議会愛知大会の開催 

  全国観光土産品公正取引協議会と共催で 10 月 12 日から 13 日にかけて愛知県名古屋市・名古屋観光ホテ

ルにおいて開催。参加人数は 139 名。内容は下記の通り。 

①会  議  

１．消費者庁からの説明 

食品関係の措置命令の最近の事例 

消費者庁表示対策課課長補佐 猪又 健夫 氏 

 

２．全公協・全観連報告事項 

    全国観光土産品公正取引協議会運営委員会運営委員長 大谷 博国   

全国観光土産品連盟運営委員会運営委員長      細田  眞 

  

②特別講演  「中部国際空港における観光土産品販売の特徴とその動向｣ 

～ セントレアの近況とこれから ～ 

中部国際空港 株式会社 代表取締役社長 友添 雅直 氏  

③エキスカーション 
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（3）展示会等の開催・斡旋 

①「ツーリズム EXPO ジャパン 2017」への参加 

９月 22日から 24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 2017」が東京ビックサイトで開催され、第 57回審査会入賞品を展示 PRした。 

 

②「受賞セレクション」（第 57 回入賞品販売会） 

10 月７日から 13日まで中部国際空港（セントレア）４階にて第 57回入賞品のうち、13社 14 品を販売し

た。総売上金額は約 16万円。 

 

③「ＮＯＡ受賞セレクション」の開催 

2018 年３月１日から 11 日まで羽田空港国内線第一旅客ターミナルビルマーケットプレイス２階中央にて

第 56 回から第 58回までの入賞品のうち、65社 77 品を販売した。総売上金額は約 470万円。 

（4）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と共催により、観光土産品等事業者セミナーを開催。 

① 山形県観光土産品公正取引協議会 

  日  時  ６月 19日（月） 

場  所  山形商工会議所会館 ５階大ホール 

講   演   「平成 28年度における景品表示法違反事例等について」 

          公正取引委員会事務総局東北事務所取引課 寺本 一彦 氏 

 

② 香川県観光土産品公正取引協議会 

日  時  ６月 27日（火） 

場  所  高松商工会議所 ４階 402 会議室 

講   演  「みやげ品とデザイン ～「どうしたら売れるか？」という 

         企業発想から「どうしたら買いたくなるか！という客発想へ」～」 

         藤本デザイン研究室 グラフィックデザイナー 藤本 誠 氏 

 

③ 京都ブランド名産品公正取引協議会 

日  時  ７月 20日（木） 

場  所  新・都ホテル 「陽明殿（西）」 

講  演   地域コーディネーターが語る 

       「訪日外国人観光客の現状と購買行動」 

          株式会社 ＪＴＢグローバルマーケティング＆トラベル 

           地域誘客戦略推進室 地域交流推進担当 林 岳則 氏 

 

④ 宮城県観光土産品公正取引協議会 

日  時  ７月 27日（木） 

場  所  仙台商工会議所３階「特別会議室」 

講   演  「食品表示法に係る最近の動向」  
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         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 薩川 貴弘 氏 

 

⑤ 静岡県観光土産品公正取引協議会 

日  時  ８月 28日（月） 

場  所  静岡商工会議所４階会議室 

講   演  「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 北村 森 氏 

 

⑥ 富山県観光土産品公正取引協議会 

  日  時  ９月 20日（水） 

場  所  富山県民会館 ８階 バンケットホール 

講   演   「現役秘書３万４千人が選ぶ接待の手土産ポイント」 

           株式会社 ぐるなび 大阪営業所部門 

            ぐるなび大学インストラクター 後藤 静香 氏 

 

⑦ 沖縄県観光おみやげ品公正取引協議会 

  日  時  10 月４日（水） 

場  所  沖縄産業支援センター 大会議室 

講   演   「食品表示検定試験対策セミナー（中級）」 

          食品表示検定協会認定講師 

          株式会社 生活品質科学研究所チーフテクノロジスト 

           佐々木 康夫 氏 

 

⑧ 千葉県観光土産品公正取引協議会 

  日  時  2018 年２月 21 日（水） 

場  所  ホテル若松本店 

講   演   「日本の観光における今後の成田地域の立ち位置について」 

           成田市副市長 吉田 昭二 氏 

 

⑨ 広島県観光土産品公正取引協議会 

  日  時  2018 年２月 21 日（水） 

場  所  ホテルセンチュリー21 広島 ３階「プラド」 

講   演  「最近の景品表示法の運用状況等」 

        公正取引委員会事務総局近畿中国事務所中国支所取引課長 山中 義道 氏 

 

⑩ 兵庫県指定観光名産品協会 

  日  時  2018 年２月 27 日（火） 

場  所  ひょうご女性交流館５階 
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講   演   ①「加工食品の原料原産地表示と新・食品表示の製造者固有記号」 

           株式会社 ラベルバンク 

             代表取締役 川合 裕之 氏 

 

         ②「地域から発信するインバウンド時代の商品開発」 

           ｇｒａｆ代表 服部 滋樹 氏  

 

（5）会議 

第 13 回運営委員会      2017 年 ４月 12 日 コンファレンススクエア M+ 

第 14 回運営・第 28回表彰合同委員会  ５月 10 日（一社）日本橋倶楽部 

監事会                ５月 17 日 ＴＣＵビル会議室 

理事会･第 60回会員総会          ６月９日 東京国際フォーラム 

第 15 回運営委員会           ７月 10 日 フクラシア東京ステーション 

第 16 回運営・第 29回表彰合同委員会  ９月 15 日 東京国際フォーラム 

全公協・全観連合同意見交換会      10 月 12 日 名古屋観光ホテル 

第 17 回運営委員会            11 月 29 日 ＴＫＰガーデンシティお茶の水 

第 18 回 〃                 2018 年 ２月１日  東京ドームホテル 

 

（6）NOA ロゴマークの作成及びウェブサイトのリニューアル 

全国推奨観光土産品審査会の通称を「NIPPON OMIYAGE AWARD」とし、それに伴い、入賞品に使用できる

NOA ロゴマークを作成した後商標登録し、ウェブサイトのリニューアルを行った。 

 

（7）第 28回全国観光土産品連盟会長表彰 

第 52 回愛知大会（2017 年 10 月）において、業界の発展及び当連盟の運営に功労のあった次の 47社の 

会員を表彰した。 

＜特別会員 47 社＞（敬称略） 

岩手県  大峠養蜂場、有限会社 夢工房  

宮城県  宮城県商工会議所連合会  

茨城県  有限会社 将門煎餅本舗、和泉屋本店  

栃木県  日光商工会議所、株式会社 山本総本店 

群馬県  群馬県達磨製造協同組合 

埼玉県  有限会社 住吉屋製菓、株式会社 長沢機械製作所食品部 浦和グリーンワゴン本部  

東京都  株式会社 虎屋、株式会社 山本海苔店、株式会社 コロンバン、株式会社 榮太樓總本鋪、 

株式会社 常磐堂雷おこし本舗、株式会社 松崎商店、やげん堀 合資会社 中島商店、 

株式会社 舟和本店、株式会社 文明堂東京、株式会社 吉德、株式会社 追分だんご本舗  

株式会社 錦松梅、株式会社 菓匠 榮久堂、株式会社 花園万頭  

新潟県  有限会社 お菓子の龍宝堂、日本ヒスイ鉱業  

富山県  株式会社 蛯米水産加工、株式会社 川村水産  

岐阜県  株式会社 飛騨湯の花本舗、岐阜商工会議所、有限会社 梅園、株式会社 エコピア平成、 

めぐみの農業協同組合郡上加工事業所 
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静岡県  株式会社  かとう 

大阪府  小倉屋 株式会社、株式会社 梅田やまたけ、だんぢりや製菓 株式会社、 

大阪観光土産品協会 

奈良県  株式会社 小谷商店 

和歌山県 河本食品 株式会社、ハグルマ 株式会社、株式会社 大覚総本舗  

山口県  うまもん 株式会社 

愛媛県  有限会社 カネモ  

鹿児島県 株式会社 山川食品、南海食品 株式会社 月揚庵  

 

＜賛助会員 １社＞（敬称略） 

東京都  株式会社 三越伊勢丹 

 

（8）広 報 

①会報「観光土産品ニュース」第 66号、第 67号を刊行した。 

②ホームページにて当連盟の事業内容、審査会入賞商品・推奨商品等を紹介した。 

③審査会出品者に推奨シールの貼付を奨めるとともに、消費者に対してはホームページ等で推奨シールに 

ついてのＰＲに努めた。 

④マスコミ等に第 58回表彰式並びに NOA 受賞商品セレクションの PRを行い、下記媒体に掲載された。 

シティリビング、ハナコ、ライブドア、アンテナ、ルームサービス、オズモール、観光経済新聞 

⑤マスコミ等の取材、問い合わせに対して、当連盟会員の全国推奨品を優先的に紹介した。 
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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 13 名 

（1）仲裁、調停および斡旋事件の処理 

① 仲裁 

本年度の取扱い件数は、物品売買・継続的売買・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 17件、前年度からの継続 24件の合計 41件であった。そのうち 11件について仲裁判断がなさ

れ、５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 調停 

1）国内商事調停規則に基づく調停事件の申立件数：１ 

2）国際商事調停規則に基づく調停事件の申立件数：１ 

③ 斡旋 

本年度受理した事件はなかった。 

（2）仲裁・調停および紛争予防等に関する普及啓発事業 

① 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、または展開中の中堅・中小企業に対し、よりピンポイントで仲裁の普及啓発を

行うため、引き続き日本貿易振興機構（ジェトロ）、日本政策金融公庫、日本商工会議所、中小企業庁に

協力要請を行った。その結果、ジェトロが主催する海外進出セミナーに講師を派遣した。 

また、本年度からの新たな試みとして、中堅・中小企業への仲裁の普及啓発のさらなる機会を得るため、

官民が連携して設立した各種協議会に海外進出支援機関として参画した。その成果として、協議会が主催

する会合や当該協議会に参加している個別の業界団体が主催するセミナーに講師を派遣した。 

さらに、地域金融機関との連携強化を図るべく、りそな系金融機関に働きかけを行った結果、公益財団

法人りそなアジア・オセアニア財団が主催するセミナーに講師を派遣した。 

② 商事仲裁・商事調停の普及啓発 

当協会単独又は他機関との共催により、商事仲裁や商事調停に関する実務上の最新情報を広く提供する

ことを目的とし、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。 

また、本年度の新たな取組として、仲裁人経験の少ない者、あるいは今後 JCAA 仲裁の仲裁人や代理人

になり得る可能性のある者を主たる対象者とした仲裁人研修会を開催した。 

③ 商事仲裁・商事調停に関する他機関主催の説明会等への講師派遣 

関係機関、業界団体等に対し、仲裁・調停制度の普及啓発に向け、説明の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。 

④ 国際仲裁の活性化に向けた関係府省連絡会議にオブザーバーとして参加 

国際仲裁の活性化に向けた関係府省連絡会議にオブザーバーとして参加した。また、仲裁の活性化につ

いて、内閣府、法務省および経済産業省の幹部と当協会との意見交換を行った。 

⑤ 各種相談事業の実施 

国際取引契約や商事仲裁等に関する相談・問い合わせの合計件数は、東京本部および大阪、神戸の各事

－526－



－50－ 

 

務所で 220 件であった。 

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、東京本部、大阪事務所および名古屋事務

所において毎月開催し、その相談件数は合計 29 件であった。東京本部および大阪事務所において開催し

ている中国専門法律相談の合計件数は、21件であった。一方、東京本部および大阪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。また、インド専門法律相談を東京本部において開

催し、１件の相談を受けた。 

⑥ 国際取引に関する講習会等の開催 

英文契約書の作成や国際取引紛争の予防を主なテーマにした講習会を、東京本部、大阪事務所、名古屋

事務所および神戸事務所にて、合計 15 回開催した。 

⑦ 専門誌およびニューズレター等による情報発信 

専門誌「JCA ジャーナル」・英文広報紙「JCAA Newsletter」の発行のほか、ホームページ

（http://www.jcaa.or.jp）を通じ、本協会の活動等の最新情報を会員はじめ広く一般に提供した。 

⑧ 国内 ADR 推進事業の実施 

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の未然防止や ADR を含

む紛争解決制度の概要等を広く周知するため、PRパンフレットを大都市商工会議所、関係機関等に配布し、

普及・啓発活動を行った。また、ADR 法が施行されてから 10年が経過したことを踏まえ、法務省担当者と

認証 ADR の現状と課題等について意見交換を実施したほか、ADR に関する関係機関情報交換会「ADR 利用

促進コンソーシアム大阪」に参加した。さらに、日本仲裁人協会、日本 ADR 協会の諸事業への参加、協力

などを行った。 

⑨ 調査研究等 

国内外の商事仲裁、商事調停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図った。また、当協会会員をメンバーとする「国際取引研究会」を名古屋事務所にお

いて開催し、海外進出に伴う秘密情報の流出防止等をテーマに、会員相互による調査･研究を行った。 

（3）カルネ事業 

日本商工会議所の委託を受け発給している ATA カルネ（免税扱一時輸入通関手帳）と SCC カルネの本年

度の発給件数は、対前年度比で約 2.0％増（167 件増）の 8,531 件であった。また、ATAカルネ加盟国／地

域は、４月にカザフスタンが加わり、77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 PR 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」および大阪商工会議所発行の「大

商ニュース」にカルネの PR 広告を掲載した。また、東京税関大井出張所において税関職員及び通関業者

向けに、カルネに関する講習会を実施した。 
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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 日覺 明廣、滝 一夫、石田 徹（当所専務理事） 

理 事 22 名  監 事 ３名  評議員 31 名  顧 問 ５名  参 与 14 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 10 億 2,014 万円（平成 30年３月 31日現在）  出捐企業・団体数 168 

賛助会員数 125 

（1）協会の役割 

本協会は、「ファッション」を単なる衣服にとどまらず、食・住・サービスを含む生活全般にわたった、

生活様式全般と捉え、それを支える産業の振興を図るとともに、多くの人々の「豊かな生活文化の創造」に

寄与するため、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、優れた生活文化活動を

顕彰し、広くその普及促進を図る「顕彰事業」、わが国の生活文化等についての情報発信を国内外に向け広

く発信する「情報発信事業」、生活文化創造都市構想を後押しする「地域振興事業」を展開してきた。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きたほか、これま

でのノウハウを活用した請負事業にも積極的に取り組んできた。 

（2）事業概要 

① 顕彰事業（日本クリエイション大賞 2017、シネマ夢倶楽部表彰） 

日本クリエイション大賞は、今年度で14回目（東京クリエイション大賞からの通算では31回目）を迎え、製品、技術、

芸術・文化活動、地域振興、環境、福祉など、ジャンルを問わず、未来に向けてクリエイティブな視点で生活文化

の向上に貢献し、時代を切り拓いた人物や事象などを表彰対象としている。本年は121件の候補案件の中から、

「世界初の民間商用超小型衛星を開発」した株式会社アクセルスペースが受賞した。表彰式および記念パー

ティーは、三村会頭にもご出席いただき、「第15回シネマ夢倶楽部表彰」と合同で2018年3月5日（月）に開催した。 

また、シネマ夢倶楽部表彰は、15 回目を迎え、本年公開された新作映画の中から選定する「ベストシネマ

賞」には『花筐／HANAGATAMI』を、「15 周年記念賞」には、同作品を監督した大林宣彦氏、同作品に出演した

女優の常盤貴子氏に贈呈した。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」には、田辺・弁慶映画祭を選定･表彰した。 

② 情報発信事業 

東京の主要５地点（原宿、渋谷、代官山、表参道、銀座）の最新ストリートファッションを中心に発信す

る Web サイトスタイルアリーナ「style-arena.jp」は、月 500 万ページビューの実績を維持し、ファッション情

報のみならず、生活文化全般に広げて発信した。また、通信社による地方紙への連載、全国紙公式 Web サイ

ト内の連載コラムへのトレンド情報や画像の提供など、メディアへの露出も継続して行った。一方、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、より充実した内容に改編するととも

に、「ストリートファッションライブラリー」として当協会サイト内に新設し、現在に至るまでのファッ

ションレポートをすべて閲覧可能とした。 
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アジアにおけるファッション・ビジネスの相互活性化と、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。当協会は、アジアファッション連合会（ＡＦＦ）日本委員会を運営しており、アジアのファッショ

ン・ビジネスの相互活性化とわが国のファッション事情等の情報発信を行っている。本年は中国杭州大会への参

加、各国の活動などの情報発信を行った。 

「シネマ夢倶楽部事業」は、良質な推薦映画試写会（本年度は 33 回（主催・協力）：主催累計 195 回）の開催ととも

に、推薦映画を中心に映画情報の発信を行った。また、心豊かな生活文化の向上に資するため、同倶楽部が 

推薦する映画の紹介記事を東京新聞や日本商工会議所の会議所ニュース等に掲載するなど、良質な映画鑑 

賞を勧めるための周知を図った。 

③ 生活文化創造都市推進事業（地域振興事業） 

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、今年度は八王子市市制100周年記念事業「生

活文化創造都市フォーラム」として「八王子地域会議」を10月5日に開催した。また当協会 HP 内の「生活文化創造

都市ジャーナル」は、国内各地域の創造都市の取り組みを紹介した。各地域の情報を発信する Web サイト「まち自

慢ドットネット」では、本年度1年間に、154件の各種地域情報を発信した。 

④ 「Ｕrara:kai」(うらら会)事業 

働く女性の”今“から豊かな生活文化を考える「Ｕrara:kai」(うらら会)は、外部の講師を招いた 5 回の例会のほか、

田中法政大学総長などを講師とするシンポジウムを開催するなど活発な活動を行った。また例会、シンポジウム開

催のため、毎月 1 回程度の実行委員会を開催するなど、会の運営について協議を行った。 

⑤ セミナー事業や各種イベント事業への後援等 

ファッションに関連するセミナー事業に加え、カラービジネスに関連する交流会を開催したほか、各種イベント事業

などに後援を行った。また企業からの依頼によりイベント企画や Web 動画撮影等を請け負った。 

⑥ 会議開催 

当協会の運営をつかさどる理事会は任期満了に伴う理事改選もあって3回、評議員会は2回開催し、円滑な運営

に努めた。 
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７．株式会社カリアック 

代表取締役 小松 靖直（日本商工会議所情報化推進部長） 

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５名   監査役１名（平成 30 年３月 31 日現在） 

代表取締役：小松 靖直（日本商工会議所情報化推進部長） 

専務取締役：岡本 大輔（日本商工会議所情報化推進部課長） 

取 締 役：青山 伸悦（日本商工会議所理事・事務局長） 

取 締 役：杤原 克彦（日本商工会議所理事） 

取 締 役：岩崎 浩平（日本商工会議所事業部長） 

監 査 役：林  健太（日本商工会議所総務部副主査） 

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。 

・販売士ハンドブックは、３級を 2016 年３月、２級を 2017 年２月に改訂。また日商簿記３級テキストに

ついては、2018 年３月に改訂。 
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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  齋藤 信雄  

理 事 20 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「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）、②ペットボトル、③紙製容器包装（紙パック・段ボー

ルを除く）、④プラスチック製容器包装の再商品化（リサイクル）事業を実施している。 

 

（1）４つの素材で容器包装の再商品化（リサイクル）事業を実施 

① 特定事業者が負担する“再商品化実施委託料”でリサイクルを実施 

4 素材の「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、市町村が分別収集した容器包装ごみについて、容リ法の定

めで、リサイクルの義務を負っている。特定事業者は指定法人である当協会に委託することによってリサ

イクルの義務を果たすことができる。 

2017 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、80,588 社（2016 年度は 80,827

社）。特定事業者が負担した再商品化実施委託料総額は約 383 億円（同約 364 億円）であった。実施委託

料総額の９割超をプラスチック製容器包装が占めている。なお、市町村からの 4素材合計の容器包装ごみ

（分別基準適合物）の引取状況は 1,565 市町村（同 1,564）から、121 万 6,373 トン（同 123 万 413 トン）

だった。 

② リサイクル業者の登録、入札選定 

2018 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 2018 年度落札事業者（ガラスびん 54 社、ペットボトル＜上期＞39社、紙 49社、プ

ラスチック 38社）を選定し、再商品化実施契約を締結した。 

   2017 年度分の落札においては、プラスチック製容器包装において入札制度が変更されたことなどから、

落札単価が 2016 年度に比べて 9％弱上昇したが、2018 年度分のプラスチックの落札単価は全体でほぼ横

ばい（0.2%増、ただし材料リサイクル優先枠については 3%強増）となった。ペットボトルに関しては、中

国の固体廃棄物輸入規制の影響等による単価上昇を想定したが、顕著な影響は見られなかった。 

③ 市町村への資金拠出を実施 

イ．市町村等へ合理化拠出金を拠出 

特定事業者が負担する再商品化委託料金は当初、再商品化実施委託料のみだったが、2006 年の法改正

で拠出委託料が加わった。これは、市町村等（関係市町村および一部事務組合）が当協会に引き渡す分

別基準適合物の品質が処理コストの低減、再商品化製品の品質向上につながることから、分別や異物除

去などの取り組みに応じて、合理化拠出金として市町村等へ資金拠出する仕組みである。2009 年度以降、

毎年９月に、市町村等への資金拠出を行っている。2017 年度においては、1,441 市町村等に対して、約
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25 億円の拠出を行った。 

ロ．市町村等へ有償入札分を拠出 

ペットボトル、紙製容器包装およびガラスびんの一部の有償入札に伴う収入分については、関係する

市町村等に対して、“引き取り量”及び“落札単価”に応じた資金拠出を実施した。2017 年度は、1,156

市町村等へ約 80億 1千万円（前年度 1,151 市町村等へ約 53億 9 千万円）を拠出した。 

 

（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、再商品化実施委託料の９割超を占めるプラスチック製容器包装

については、市町村担当者等を対象とする「出前講座」を開催し、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）の品質改善に取り組んでいる。 

（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 

2017 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等の観点から“再商品化義務履行者リスト”および“委託料金事業者別リスト

（公表同意事業者のみ）”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 

特に、当協会と再商品化委託契約を締結していながら委託料が未納となっている大口事業者 11 社に対

して、顧問弁護士名で法的措置を念頭に置いた支払催告を行い、５社から支払う意思表示があった。また、

2017 年度における過年度遡及分の支払いは約４億７千万円だった。 

（4）商工会議所・商工会への業務委託 

当協会では、政令（1995 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、特定事業者向けの普及啓発のため、当協会と各地商工会議所が連携し、特定事業者向け制度説明会・

個別相談会（19 都市・21回開催、参加者 1,131 名、個別相談者 120 名）を開催した。 
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2017 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） 

19,084 件 （100.0%） 44,187,616,532 円 （100.0%）

申

込

内 

訳 

商工会議所 4,562 件 （23.9%） 4,276,615,223 円 （ 9.7%）

商工会 2,073 件 （10.9%） 744,460,845 円 （ 1.7%）

特定事業者から直接 12,101 件 （63.4%） 37,493,485,052 円 （84.9%）

OPC 348 件 （ 1.8%） 1,673,055,412 円 （ 3.8%）

（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（2017 年６月末日）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、2018 年３月末日現在の年度締め時点での数値。 

４．特定事業者がオンラインで直接あるいは OPC 経由で申し込んだ場合でも、問い合わせ

対応、周知等に関し、商工会議所、商工会の協力、支援を得ている。 

（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 

会報「容リ協ニュース」、ホームページ、講演会やセミナーへの講師派遣等による情報発信、普及啓発を

行った。また、2017 年度は当協会設立 20周年にあたることから、20周年記念誌をとりまとめ発行した。同

誌は関係者のほか全国の図書館等に広く配布した。 

ホームページについて、Ｑ＆Ａページにおけるフリーワード検索機能の追加、価格や数量に関わるデータ

のエクセルファイル掲載など、ユーザーの利便性向上に努めた。また、「ペットボトルリサイクルの在り方

検討会」に関する配布資料や議事録等の掲載など、情報公開の一層の促進に努めた。 

一般消費者向けの理解促進のため、素材別に分別排出の方法とリサイクルの流れを短い動画で説明する

「容器包装リサイクル 1 分間動画事典」を制作した。同コンテンツは 2018 年度以降、市町村の利活用を促

す。 

（6）ペットボトル再商品化事業における運用等の見直し 

2017 年 4 月から、外部有識者や特定事業者、市町村、消費者の各ステークホルダー代表をメンバーとする

「ペットボトルリサイクルの在り方検討会」を設置した。再生処理事業者や再商品化製品利用事業者等から

のアンケート調査やヒアリングを行いつつ、５回にわたって検討会を開催した。また、検討会の下にワーキ

ンググループを設置して、運用の見直しに関する集中的な検討を行った。その結果、入札時期の変更、ベー

ル品質に関する評価基準の改正などを平成 2018 年度入札・調査から導入・実施した。主務省庁から提案さ

れた新たな入札制度（希望入札制度）については検討を継続することになった。 
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