商工会議所の使命・組織等について
３．商工会議所の組織

１．商工会議所とは
商工会議所は民間の商工業者の自主的な意思により、商工業者自らが組織している団体

129万事業所を有する会員組織である一方、地域経済全体の活性化も支援
会員企業
（129万）

（１）商工会議所のルーツ

■1599年 世界初の仏・マルセイユ商業会議所設立
・商人のギルド組織を母体に、国王アンリ４世の許可を得て任意組織として設立
・その後、ナポレオンの大陸遠征に伴い、ヨーロッパ諸国に広まる

（２）日本における商工会議所の主な歴史
■明治11(1878)年３月

平成24年７月１日

会員

各地商工会議所
（514）

商工会議所の役割

会員企業の内訳
＜マルセイユ商業会議所＞

○地区内商工業者の
30.7％が商工会議所に
加入
○会員の大多数が中小・
小規模企業者

日本初の「東京商法会議所」設立（初代会頭・渋沢栄一）

・商工業者の声を国の政策に反映させるために発足。
以来、行政への意見具申は、今日に至るまで最も重要な活動。
・英国の商工会議所（加入・脱退自由、会員会費により運営）を模範に設立
大阪(8月)、神戸(10月)と続き、明治18年(1885年)までに32の商法会議所が誕生
商
工 ・明治11年、内務卿伊藤博文、大蔵卿大隈重信らが不平等条約改正の折衝に当たった際、英国公使パークスに「条
会
約改正は国民の世論です」と言った。するとパークスは、「それはおかしい。今、あなた方は、条約改正は国民の世論で
議
あると言われたが、国会も商工会議所もない日本が、どこでどのようにして国民の世論を聞く方法があるのか。そのような
所
便利な方法があれば、不肖パークス、後学のために教えていただきたい」と詰め寄られた。
誕
生 ・そこで伊藤公たちは、早速欧米の商工会議所制度などを調べ、どうしても商工会議所が必要だとの結論になった。
秘
実業界の渋沢栄一や五代友厚らが設立を提唱すると、伊藤公らは全面的に協力した。
話

会員

地域の総合経済団体とし
て、地区内における商工
業の総合的な改善発達
を図り、兼ねて社会一般
の福祉の増進に資する

日本商工会議所
〔日商〕
日商の役割
全国の商工会議所を総合調整し、そ
の意見を代表し、国内及び国外の経
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、わが
国商工業の振興に寄与する

日本商工会議所・東京商工会議所
会頭 岡村 正
＜ (株)東芝相談役＞
※大阪ほか主要都市商工会議所の会頭が、
日本商工会議所の副会頭を務める。

会員企業の業種別構成

■明治23(1891)年

全国の経済の発展と国際化の進展に伴い､
会議所制度の強化が必要とされ条例が施行｡
■明治25(1893)年 全国15の商業会議所が商業会議所連合会設立（日商の前身）
■昭和28(1953)年8月 商工会議所の機能強化のため、幾多の変遷を経て
現在の商工会議所法が成立（議員立法、同年10月施行）

○商工会議所の会員はあらゆる業種で構成されている。
○情報化の進展、高齢化等に伴う福祉需要の高まりなどにより、情報通信業､医療･福祉業､教育・学習支援業の割合が増加。

≪設立は国による認可制をとっているが、地域の商工業者の自主的な発意に基づいて設立≫

（３）商工会議所の４つの特徴－「商工会議所」のDNA
①地域性－地域を基盤としている
②総合性－会員はあらゆる業種・業態の商工業者から構成される
③公共性－商工会議所法に基づき設立される民間団体で公共性を持っている
④国際性－世界各国に商工会議所が組織されている

２．商工会議所の主なミッション

(1)政策提言 ー商工業者の意見を集約して政府や自治体に対し意見具申ー
●会員訪問や各種会議開催を通じた会員企業との積極的なコミュニケーション
●経済政策や復興対策、社会保障制度、税制、経済連携、教育、環境など、わが国
の根幹をなす重要政策課題から、中小企業に対する個別施策まで、幅広いテーマ
について意見具申

(2)中小企業の活力強化 ー元気な中小企業を増やし育てる経営支援ー
●中小企業の経営課題へのきめ細やかな支援
●創業・経営革新への挑戦支援
●経済のグローバル化に対応するための中小企業の国際化支援
●検定事業を実施し、時代に対応した産業人材を育成

(3)地域経済の活性化 ー行政や市民との連携を通じた「地域を守る」活動ー
●「まちづくり３法」を活用した中心市街地の活性化支援
●地域資源を活用した産業振興、地域ブランド力の育成強化、観光振興
●地域コミュニティの維持、社会福祉の増進

項

目

会

員 （各地の）商工会議所（法第66条）

設
役
議
会
部

日本商工会議所

各都道府県内１以上の商工会議所が協同して発起人となり、
立 設立（法第67条）
会頭1人､副会頭5人以内､常議員51人以内､監事2人または3人､
員 専務理事1人､常務理事1人､理事4人以内（法第69条）
員 102人以内（法第75条）
・会員総会（法第73条）－最高意思決定機関
議 ・議員総会（法第74条）
・常議員会（法第76条）
会 なし

（各地）商工会議所
その地区内において、引き続き６カ月以上営業所、事務所、工場
又は事業所を有する商工業者。（法第15条）
会員の30人以上が発起人となり､設立（法第24条）
会頭1人､副会頭4人以内､常議員(議員定数の1/3以内)､監事2人ま
たは3人､専務理事1人､理事4人以内（法第32条）
30人以上150人以内（法第42条）
・議員総会（法第41条）－最高意思決定機関
・常議員会（法第51条）
会員は営んでいる事業に係る部会に属する（法第54条）

商工会議所は民間経済団体として設立・運営されている
①商工会議所法は、商工会議所の組織を規定しているものであり、その設立･運営には民間経済団体としての
自主性が確保されている
●地域において30人以上の商工業者の発起により設立。
●規模、業種、業態を問わず、あらゆる商工業者が自らの意思で、自由に加入・退会できる任意加入制度を採用。
●定款自治により運営。会員の中から選挙等により選出される議員で構成する「議員総会」が最高意思決定機関。
●会頭、副会頭ほか役員は、議員総会において選任。

②会員のニーズに対応し、多岐にわたる活動を展開
●会員への直接的なサービスのほか、政策提言､中小企業支援、まちづくり、観光振興、検定事業、地域コミュニティ活
動など､幅広い事業を実施している。近年では、地域や中小企業が直面する課題の多様化・複雑化に伴い、商工会議所
の活動範囲も拡大。環境、社会保障、教育、少子化問題等の新しい課題にも積極的に対応｡

③自己財源により幅広い事業活動を実施
●商工会議所の経常的運営や数多くの自主事業の経費は､会員からの会費収入､事業収入の自己財源で賄われている｡
●委託・補助事業の中心は､小規模事業者の相談・指導を行う経営改善普及事業で､地方自治体から事業を実施するため
の補助金が交付されている。ただし近年は、都道府県の財政難等を理由に削減傾向にあり、自己財源から不足分を補
填することで事業の推進にあたっている。
●日商が国の提案公募に応募受託し、各地商工会議所を通じて実施する中小企業支援、地域活性化のための委託・補助
事業があるが、各地商工会議所単年度収入に占めるその割合は約2％である。
●このほか、二国間経済委員会、青年部、女性会、各種イベント等、さまざまな事業を別途、登録料・会費等の負担金
を徴収し自己財源で実施している。

１

中小企業の成長･発展を強力にバックアップ
◆

調査･研究活動

｢各地域の肌で感じる足元の景気感｣を把握する各種調査を実施
◆商工会議所では､地域経済の状況等を把握
するさまざまな独自調査を実施｡中小企業
の声を迅速に集約し、政策提言活動を行
う際の重要なデータとなっている
◆特に、商工会議所のネットワークを活か
した全国調査であるLOBO調査は､日銀短観
に先行するデータが得られることから、
著名なエコノミストにも活用されている
http://www.jcci.or.jp/lobo/lobo.html

◆

意見具申活動

各種調査で集めた中小企業の生の声を集約して意見具申活動を展開
◆意見具申活動は、明治11年の設立以来、130年を超える歴史の中で、
商工会議所の変わらぬ最重要な使命
◆社会保障制度、税制、経済連携、教育、環境など、わが国の根幹をなす
重要政策課題から、中小企業に対する
個別施策まで、幅広いテーマの意見
要望を作成
◆岡村会頭ほか役員が政府など関係先
への訪問、および閣僚等との懇談会
開催を通じて直接説明するなど、
その実現に向けて積極的に活動している
◆さらには、各地商工会議所の役員も地元で商工会議所の要望を訴える活
動を強力に展開している

◆

金融支援

金融相談を通じ､マル経融資制度､メンバーズビジネスローンなどで
資本力のない中小企業をサポート
◆設備資金、販売先からの代金回収までのつなぎ資金、年末ボーナス資金
等に関する金融相談を実施
◆従業員20人以下(商業･サービス
マル経融資制度
業5人以下)の小規模事業者を対
・無担保、無保証
象にしたマル経融資制度を実施｡
・融資額 1,500万円まで、
商工会議所の推薦により無担
利率 1.75％（平成24年６月13日現在）
保、無保証で融資が受けられる
・返済期間－運転資金7年､ 設備資金10年
制度で、平成23年度の利用実績
は19,852件。
（融資額1,008億5,735万円）

◆地方公共団体の制度融資、政策金融機関の融資、信用保
証協会の保証制度等を斡旋
◆このほか、銀行、信用金庫等、民間金融機関と連携して
独自の融資制度(商工会議所メンバーズビジネスローン)
写真は郡山商工会議所(福島県)の
を各地商工会議所で実施
メンバーズビジネスローン

◆

創業・経営革新

創業希望者や新事業展開、経営革新を目指す中小企業への相談・指導を実施
◆創業希望者を対象に、70を超える商工会議所で塾形式の実践型集合研修を実施。
◆平成11年度から22年度まで実施されていた創業塾事業では、延べ5.8万人の創業希望者に実践型の研修の場を提供。4
人に1人が実際の創業に結びつくなど、創業率の向上に大きく貢献。経営革新支援についても、経営革新塾において、
平成14年度から23年度まで延べ2.5万人の事業者に取り組み機会を提供。

◆

中小企業の経営を総合的にサポート

経営支援

事業承継

中小企業へのきめ細かな経営支援を展開

相談、Ｍ＆Ａ仲介等で事業承継をサポート

◆特に、小規模企業に対しては、
平成22年度実績
全国各地の商工会議所に配置さ
約173万件
れた経営指導員（全国約5600
・巡回：約88万件
人）が窓口相談・巡回指導を実施
・窓口：約85万件
◆人事、労務、財務などの経営相
談はもとより、金融相談、さらに
は税務や記帳指導など、きめ細やかな経営支援を展開
している
●大分商工会議所
「ビジネス何でも応援隊」
・金融や税務、人事・労務、海外展開・国際化など様々な経営
課題について、経営指導員、弁護士、中小企業診断士、バイ
ヤー等のプロ集団がワンストップで支援。原則無料。
・平成24年3月31日現在、175社が本サービスを利用。

事業再生・倒産防止

◆全国の商工会議所では、中小企業の円滑な事業承継
を支援するため、セミナーの開催、法律・税務の相
談、金融機関との提携等を推進
●総社商工会議所（岡山県）
・市内の４つの金融機関と協定を締結
し、情報交換や共同事業を実施
・関連セミナー、法律・税務の無料相談
等を開催

◆事業拡大や第三者への事業承継という
サポートを目的に、東京、大阪、神戸、
福岡商工会議所などでは、周辺の商工
会議所と連携しながらＭ＆Ａサポート
事業を独自に実施している

技術革新・ＩＴ化
中小製造業の技術革新や生産性向上を支援

全国203商工会議所が｢経営安定特別相談室｣を
設置して、中小企業の倒産防止を支援
◆全国203商工会議所に「経営安定特別相談室」を設置
し、中小企業の倒産防止や円滑な整理についての相
談・指導を実施。
◆平成23年４月から24年３月までの相談受付件数は、
1,424件、うち1,035件が倒産を回避
中小企業再生支援協議会
・中小企業の再生へ向けた計画策定支援、金融機関との
調整支援。各都道府県に設置（全47カ所中31カ所が商
工会議所に事務局を設置）
【参考】倒産が多発した平成15年２月に設置。
発足時から平成23年12月までの実績は次のとおり。
・累計窓口相談企業数…23,392社
・再生計画完了企業数…3,114社
（※199,884人の雇用を確保）

◆IT相談窓口の設置(93カ所)、ITヘルパーの派遣(42カ
所)ならびにホームページ作成代行(44カ所)、イン
ターネットモール事業(18カ所)、地域ポータルサイト
の運営(58カ所)等を通じ、中小企業のIT化を支援
●横須賀商工会議所（神奈川県）
関東IT経営応援隊事業を中心に、
中小企業向けＷＥＢサイト制作や活
用支援セミナーを開催。
ウェブベンダー等を認定・紹介す
る｢地域ITベンダー認定制度｣を実施。
●北大阪商工会議所（大阪府）
ＣＭＳ(コンテンツマネジメント
システム)ツールの提供、セミナー
実施等を通じホームページの作成を
支援
http://csup.kitaosaka-cci.go.jp/ ２

労働・雇用対策の推進、産業人材の育成
◆

商工会議所検定事業

全国の商工会議所では、地域企業の人材確保や人材育成のため、さまざまな取り組みを展開！

◆日本商工会議所は、産業教育の一環として、
昭和19年の珠算を皮切りに全国共通の検定試験
を実施
◆昭和29年には簿記、49年には販売士、さらに
平成18年にはPC検定をスタートさせるなど、時
代に即応できる産業人材の育成に努めている

•簿記
•販売士
•日商ビジネス英語
•DCプランナー
(企業年金総合プランナー)

•日商ＰＣ
•電子会計実務
•ＥＣ（電子商取引）
実践能力

•そろばん（珠算）
•キータッチ2000
•電子メール活用能力

•ビジネスキーボード
•日商マスター

◆

●立川商工会議所(東京都)
職業安定法に基づく職業紹介
事業を実施。紹介の対象を55歳
以上のアクティブ シニア層とし、
会員企業の人材確保を支援。商
工会議所の知名度を活かし、今
年度の就職者数は91人（平成23
年３月末現在）。
●敦賀商工会議所(福井県)
定年延長に取り組む企業を選
●鹿沼商工会議所(栃木県)
定し、70歳まで働ける企業創出
商工会議所・商店街・大学が連携して実施
のための課題等について地域
するチャレンジショップ事業。地元商店の活
企業間のコンセンサスを形成す
性化を図る拠点「まろにえババちゃんショッ
る活動を推進。
プ」において、やきそばの提供、地元野菜の
70歳までの雇用実態や高年
販売のほか、観光案内、高齢者の知恵を生
齢者の職業意識に関する調査
かした「よろず困りごと」相談等を実施してい
をはじめ、相談や助言、シンポ
る。店員として中高年女性４名を新規に雇用。
ジウムの開催等を行っている。

このほか、各地商工会議所が、エコ検定・ビジネス
実務法務検定・ビジネス会計検定・メンタルヘルス
マネジメント検定など、独自の検定を実施

日本商工会議所が中央ジョブ・カードセンターとして、
各地商工会議所が地域ジョブ・カードセンター（47都道
府県に１カ所ずつ）および地域ジョブ・カードサポート
センター（65カ所）として事業を実施
ジョブ・カード事業が開始された平成20年4月1日から
24年３月31日までの間に12,714人が正社員として採用

中小企業の人材確保支援

日本商工会議所が各地商工会議所等と連携して、中
小企業と求職者をつなぐ合同就職説明会等を実施

平成21年６月から24年３月の間に991回開催、
のべ24,429社、157,420人が参加

●東京商工会議所（東京都）
会員企業間の人材移動を橋渡しする「人材情報
プラザ」を運営。対象は40歳以上のミドルマネジメ
ントクラス。求人企業と人材保有企業の情報交換
会も実施。

●八王子商工会議所(東京都)
新しいスタイルのインターンシップ事業
を展開。学生が地元中小企業経営者の
カバン持ちを３日間行うことで、経営者の
行動や発言に直接触れ、「企業経営の
難しさ」や「企業の最前線とはどんなもの
か」を肌で感じ、その体験を自らのキャリ
アデザイン形成に活かす。

未就労者・就職困難者の就職支援

◆

●秋田商工会議所（秋田県）
県内の就職希望の高校生や保護者、進路指導教諭な
どを対象に、地元でキラリと光る中小企業の紹介を目的
とした「中小企業就職促進懇談会」を実施。企業側から
自社の魅力や求める人材像についてアピールをしたほ
か、若手社員から体験を踏まえ、地元就職の魅力やメ
リットをＰＲ。

◆ インターンシップ・人材育成事業

年間受験者85万人（平成23年度実績）

□

企業の人材確保・職業紹介事業

●会津若松商工会議所(福島県)
小学校5～6年生を対象とした起業教育プ
ログラムを実施。小学生の起業家精神を養
い、将来地域に貢献する人物を育てる。
チームごとに模擬株式会社を設立し、商品
を考え、販売し、決算まで取り組む。表彰も
実施。10年間で延べ1,000名以上が参加。

●桑名商工会議所(三重県)
商工会議所がインターンシップ受入れ企業の
開拓と仲介役を担う。現在市内の高校2校と中
学校6校が対象。商業、金融、福祉など約200
社が受け入れに協力。

●徳島商工会議所（徳島県）
地元企業の若手人材の確保を支援。「ミステリーツアー」（参加者には行き先を知らせずに、
県内企業をバスで巡回）、「移動社長室」（通常の合同説明会とは逆に、ブースに学生が陣取
り、企業経営者が各ブースを巡回し、自社の魅力をＰＲする）、「ハイクオリティ・インターン
シップ」（１～２週間という通常のインターンシップ期間を短縮し、１～３日間社長とともにすご
３
し、濃密な時間を過ごす）等の独自の事業を展開。

グローバル化に対応したサポート事業を推進
◆

各国政界・経済界との交流促進でグローバル化に対応

◆

経済ミッションの派遣

わが国経済界による二国間経済委員会等を推進
◆二国間・多国間における
経済問題の解決等を図る
ため、わが国オール経済
界と相手国のカウンター
パートとの間で、経済交
流活動を行っており、日
本商工会議所が事務局を
務めている。

二国間
日西経済委員会
日本・エジプト経済委員会
日本マレーシア経済協議会
日比経済委員会
日印経済委員会
日本・パキスタン経済委員会
日本・バングラデシュ経済委員会
日本・スリランカ経済委員会
日豪経済委員会
日本ニュージーランド経済委員会
日智経済委員会

◆このほか、中国やメコン
圏などの注目地域は研究
会を立ち上げ、日本企業
の海外ビジネスをサポート。

日亜経済委員会
日本ペルー経済委員会
多国間
ASEAN・日本経済協議会(AJBC)
研究会・連絡会
全国商工会議所中国ビジネス研究会
大メコン圏ビジネス研究会
全国商工会議所台湾ビジネス連絡会
商工会議所間
アジア商工会議所連合会(CACCI)
日韓・韓日商工会議所会頭・会長会議
日本・ミャンマー商工会議所ビジネス協議会

中小企業の国際化支援

◆民間経済外交の推進、中小企業の国際化支援のため、毎年、全国の商工会議
所と連携して、経済ミッションを派遣している。平成23年度はインドへ派遣し、
政府・経済界との新たな関係を構築。
◆今回のインドミッションでは、インド南部タミルナド州政府との間で日本の
中小企業による投資促進協力の覚書を締結するなど、中小企業のインド市場
進出支援を強化する足がかりの構築に成功するなどの成果を上げた。
◆一方、中小企業の海外における販路・取引拡大を
支援するため、現地での商談会を中心とする実務
訪インド経済ミッション(2011年9月18日～24日）
型ミッションを派遣。平成23年11月に派遣した
台湾へのミッションには、日本から10社15人、台湾から64社98人が参加。
◆各地の商工会議所では、姉妹商工会議所交流などにより、地域の国際交流
(ローカル･トゥ・ローカル)を推進したり、独自に経済ミッションを派遣し
ている。
台湾・台北での商談会（2011年11月28日～30日）

在外日本(人)商工会議所や在日各国商工会議所等との連携
各国ハイレベルとの交流
カンボジア、ラオス、ミャンマー、タイ、ベトナムの各国首相の歓迎昼食会を開催(2009年)

◆経済界の代表として、各国の政府要
人や、経済界の代表等とのハイレベ
ルな民間経済外交を展開（2010年度
は計54回）。
フィリピンのベニグノ・アキノ３世大統領と懇談（2011年）

APEC中小企業（SME）サミット2010（11月11日、横浜）
◆APECおよびAPEC域外
の25エコノミーから
約600名の参加を得
て、「大樹も小さな
種から」をテーマに、
中小企業が成長する
うえで必要な「資
金・技術・グローバ
ル市場へのアクセ
ス」について議論。

◆中小企業の可能性の大きさ、
政府による支援策の充実を含
めた官民連携、中小企業の
ネットワークの構築が重要で
あることを確認。
◆APECの各エコノミーが取り組
む中小企業の支援・育成支援
策や個別企業の成功体験が地
域内で共有化され、波及して
いくような域内連携の強化を
進めることが必要と総括。

◆

◆

中国日本商会

マレーシア日本人商工会議所

上海日本商工クラブ

フィリピン日本人商工会議所

ソウル・ジャパン・クラブ

ジャカルタ・ジャパン・クラブ

盤谷日本人商工会議所

シンガポール日本商工会議所

ベトナム日本商工会

シドニー日本商工会議所

ホーチミン日本商工会
日本の商工会議所の職員を派遣している在外日本（人）商工会議所

主な商工会議所の国際関連事業

その他全国の商工会議所が様々な国際関係事業を実施！

7人の経済閣僚が出席するなど、成功裡に終了

原産地証明発給事業

貿易関係証明書の発給

ＥＰＡに基づく特定原産地証明書の発給

2010年度の発給件数は、
357商工会議所で約77万件
（うち原産地証明書は約60万件）

2011年度の発給件数は約11.9万件

◆1923年11月３日にジュネーヴで署名され
た税関手続の簡易化に関する国際条約
(昭和27年条約第17号)ならびに商工会議
所法(昭和28年法律第143号)第９条第５
号および第６号に基づき、全国の商工会
議所では、一般原産地証明書などの貿易
関係証明を発給し、日本企業の海外取引
の促進に貢献。

◆日本商工会議所は、79カ所の在外日本
(人)商工会議所等と連携して、市場調査、
日本企業の対外進出、在外活動を支援し
ている。特に、日系企業の多い右の地域
の商工会議所には、日本の商工会議所の
職員を派遣して、現地日系企業の活動を
直接サポートしている。
◆東京商工会議所では、在日米国商工会議
所など、在日外国商工会議所との懇談会
を定期的に開催。

◆世界的にFTA(自由貿易協定)/EPA(経済
協力協定)の締結が進むなか、日本商工
会議所では、全国21カ所の商工会議所
と連携して、わが国が締結したEPAに基
づく原産地証明書の発給を行っている。
◆今後急速にEPAの締結拡大が見込まれる
ことから、企業のグローバル化を支援
するため、発給体制をより充実するこ
とが求められている。

●静岡商工会議所（静岡県）
「タクシー楽楽ボードの作成」
富士山静岡空港の開港に合わせ、静岡市内
のタクシードライバーが外国人の乗客を楽に、
楽しく接客できるよう、多言語版支援ツール〔※
韓国語・中国語（繁体字＆簡体字）・英語〕を作
成し、市内のタクシードライバー全てに配布。
●恵庭商工会議所（北海道）
「商工会議所間交流を契機に市民交流を拡大」
ニュージーランド・ティマル市の商工会議所と
の姉妹締結を契機に、中高生の
相互交流、特産品店の相互開
設など交流を拡大。自治体の
姉妹都市提携にもつながった。

●大阪商工会議所（大阪府）
「中国ビジネス支援室事業」
中国ビジネスに関する個別相談、情報提供、商
談会開催、語学研修等を実施。

●御坊商工会議所（和歌山県）
「日高港振興事業」
紀州材の販路を開拓し日高港の利用を促進す
るため、中国・大連の商社ならびに家具製造会社
と連携し、ヒノキを利用した中国での家具製造お
よび販売調査を実施。
●下関商工会議所（山口県）
「東アジア経済交流推進機構会議」
日本、韓国、中国の合計10都市の市長と商工
会議所で構成する会議。都市間連携、経済交流、
相互のネットワーク強化を図り、東アジア経済圏
の発展に貢献することを目的に創設。
●直方商工会議所（福岡県）
「世界戦略研究会」
中国をはじめとする新興国市場の取り込み、
「アジア国際特区」を目指し、地域における中小
企業の国際展開に関するシンクタンクとしての役
割を担っていく研究会を設置。新たなビジネスモ
デルを創造するための情報発信、セミナー等を
開催。

４

地域活性化の担い手としてまちづくり・産業振興・観光振興などを推進
◆

まちづくり

◆

商工会議所は、コンパクトでにぎわいのあるまちづくりを推進するために、「まちづく
り三法」(中心市街地活性化法･都市計画法･大規模小売店立地法)制定・改正の際のフレー
ムワークづくりに貢献。
全国に設置された152の中心市街地活性化協議会のうち、137カ所(90％)で商工会議所が
中心的な役割を果たし、地域のまちづくりを強力に推進。

商工会議所は、新商品開発、販路開拓、後継者育成、技術の伝承などに独自の視点
からユニークな取り組みを進めている。
●燕商工会議所（新潟県）

●東大阪商工会議所（大阪府）

地場産業の金属加工を再
生させるため､所内に共同
受注体制｢磨き屋シンジ
ケート｣を設置｡現在､40社
以上の事業者が参加｡
後継者育成や研磨技術の
研究開発などの推進により､
地域ブランドとしての地位
を確立｡
http://www.migaki.com/

●福井商工会議所（福井県）
●富山
コンパクトシティへ
向けた取り組みの先駆
け。公共交通としてLRT
を導入したほか、まち
なか居住などにも熱心
に取り組んでいる。

●青森
公共施設や居住施
設をまちなかに集め
て、高齢者でも安心
して歩いて暮らせる
まちづくりを実践し
ている。

◆

●豊後高田（大分県）
商店街に残る昭和30年
代の店舗・建物を活用し
て、｢昭和の町｣を再現。
40の空き店舗のうち20店
舗が再オープンするなど
商店街が再生。

観

●長浜（滋賀県）
官民共同でまちづくり
会社を設立。事業家の発
想と計画的なまちづくり､
市民･NPOの自発的参加が
調和し、年間200万人が
訪れるまちに変貌｡

光

苦情・クレームを企業の新商品開発につ
なげるビジネス・トレジャーハンティング
事業サイト｢苦情･クレーム博覧会｣を平成15
年に開設。こ
れまでに４万
件以上の情報
がデータベー
ス化されてい
る。http://www.kujou906.com/

●高岡･氷見･射水･砺波（富山県）
専用のペンでマップ上の観光地
をタッチすると、日本語・英語・
韓国語・中国語の４ヶ国語で説明
が聞ける｢多言語音声ガイドマッ
プ｣を作成。

●武雄（佐賀県）
韓国からのゴルフ客にターゲットを絞
り、誘致活動に取り組むとともに、旅館
やホテルの従業員を対象にした韓国語講
座を開講。

ご当地検定で地域振興
「京都検定」など、地域の文化や歴史など
を題材とする｢ご当地検定」が全国的な
ブームに。平成24年6月現在、商工会議
所・連合会主催の「ご当地検定」の数は
91。

地場の中小製造業の取引
拡大を目的に、｢もうかり
メッセ東大阪｣｢河内ものづ
くりフェア｣などの展示会を
開催。中小企業が集積する6
都市(川口市､墨田区､大田区､
岡谷市､尼崎市､東大阪市)の
市長･区長､商工会議所会頭･
支部会長が一堂に会す中小
企業サミットを毎年開催し
ている。

太田地域の中小製造業を対
象に、大企業で工場改善を担
当してきた専門指導員が対象
企業を訪問し、工程改善、在
庫削減、製品の品質改善等の
諸課題について、作業工程を
見ながら直接指導。期間は原
則３カ月で、費用は無料。

JAPANブランド事業は､地域の中小企
業のものづくり技術・技能を地域ブラ
ンドとして確立させ、海外への販路開
拓をサポートする事業。平成16年の開
始以来､累計で223事業を実施。

□ 地域資源∞全国展開プロジェクト
地域資源∞全国展開プロジェクトは、
全国市場をターゲットに、新たな特産
品などの開発を総合的に支援する事業。
平成18年の開始から、すでに575のプロ
ジェクトが生まれている。

パリで行ったエキジビジョン
(平成23年１月)

平成23年の観光振興大会in関門。全国から1,720人が参加

●境港（鳥取県）
｢ゲゲゲの鬼太郎｣の作者・水
木しげる氏が境港出身であるこ
とにちなみ、妖怪のブロンズ像
が立ち並ぶ｢水木しげるロード｣
や各種イベントを開催。

●太田商工会議所(群馬県)

□ JAPANブランド事業

商工会議所は、まちづくりの一環として、観光振興に積極
的に取り組んでいる。
こうした全国的な取り組みを促進するため、平成16年度か
ら「全国商工会議所観光振興大会」を開催。平成20年度から
は、表彰制度「きらり輝き観光振興大賞」を創設。

●小樽（北海道）
観光産業従事者の接客
マナー向上を目指した｢小
樽観光大学校｣事業や冬季
における｢小樽雪あかりの
路｣事業などを実施。

ものづくり

ローマにおけるテストマー
ケティング
(平成22年10月～11月)

<取り組み実績>JAPANブランド
平成16年度
14件
平成17年度
16件
平成18年度
39件
平成19年度
46件
平成20年度
40件
平成21年度
31件
平成22年度
20件
平成23年度
17件
累計
223件

地域産品見本市「feel NIPPON」
を開催（平成23年2月）

東武百貨店池袋店におけるテスト
マーケティング （平成23年12月）

<取り組み実績>全国展開
平成18年度
84件
平成19年度
95件
平成20年度
96件
平成21年度
97件
平成22年度
108件
平成23年度
95件
累計
575件

５

国民生活や地域コミュニティの維持・発展のための活動を推進
◆

地域の祭・伝統文化の興隆

商工会議所では、地域の伝統・文化を育むため、伝統的な
祭りの運営をはじめ、最近流行りのＢ級グルメなど、食文化
や地域資源を活用したイベントを数多く主催している。

◆

地域コミュニティーの維持、社会福祉の増進

商工会議所のミッションの一つである､｢社会福祉の増
進｣を図るため､婚活イベントや教育支援､医療･福祉分野
への協力をはじめとした､さまざまな市民サービスを独自
事業として実施している。

市民サービス

婚活・ウエディングイベント

●新潟商工会議所（新潟県）
「新潟古町芸妓（げいぎ）
を全国にPR」
古町芸妓を東京、横浜などに派
遣し、広域来街者や新潟ファン・
リピーターの獲得に努める。

●伊勢神宮式年遷宮(伊勢神宮式
年遷宮広報本部)への協力
●新居浜商工会議所（愛媛県）
「新居浜太鼓祭り」
150人あまりの男衆が持ち上
げるため「男祭」の異名を持
ち、太鼓の豪華絢爛さから毎
年30万人の観衆を惹きつける。

●船橋商工会議所（千葉県）「子育てゆうゆうナビ！」
商工会議所と市が連携し、子育てゆうゆうふなばし推進委員会を開
催。労働者が仕事をし、子供を産み、子育てを行える環境作りの支援
を行う。子育て支援優良事業所認定や、独身者交流会等を開催。

●足利商工会議所（栃木県）
「友愛会館」を市民に開放。
●中津川商工会議所（岐阜県）
「電動自転車を無料レンタル」
●松山商工会議所（愛媛県）
坂道の多い市内の観光振興を
会報誌を市内全戸に
図る。自転車コースマップを併
配布。
せて配布。

●大府商工会議所青年部（愛知県）
「みんなで広げよう緑のカーテン」

ゴーヤ、ヘチマ、アサガオ、ヒマ
ワリなど植物の苗を無料配布。
●武蔵野商工会議所(東京都)
「避難誘導案内システム」
災害などの緊急時に、避難
経路等情報を案内版に表示。

●児島・倉敷・玉島商工会議所（岡山県） ●茅野商工会議所（長野県）
「メロディーロード」
「町屋ウエディング・ショー」
信州ビーナスラインの一
ブライダル産業で地域振興を図
る｢くらしきSHIKI-COM(四季婚)｣。 部に、車両のタイヤと溝の
（平成23年度調査の回答商工会議所数：348）
接触により発生する走行 ●館山商工会議所青年部（千葉県）
「館山へ移住！お手伝いネットワーク『おせっ会』」
音で音楽を奏でる道路を
移住情報誌の発行や移住体感ツアーを企画。
開通。
子育て支援

●大曲商工会議所（秋田県）
「花火大会」
86回を迎える伝統の花火大
会。今や世界一のレベルにま
で発展進化。

●駒ヶ根商工会議所（長野県）
「ソースかつ丼」
同地域に根付いていたソース
かつ丼によるまちおこしを平成
４年から開始。Ｂ級グルメの先
駆け｡

●富山商工会議所（富山県）
「全日本チンドンコンクール」
戦後の本格復興に向け、市民
に明るさを取り戻そうと昭和30
年に誕生。全国のチンドンマン
の技とアイデア、ユーモアを競
う本格的な大会として広く知ら
れる。

医療・福祉分野の取り組み

●山形商工会議所青年部(山形県)
「日本一の芋煮会」
直径６メートルの巨大な鍋を囲
み、山形名物の芋煮を楽しむ。平
成元年より毎年開催。

●鶴岡商工会議所（山形県）
●横手商工会議所（秋田県）
「つぼみ保育園」
「サマースクール in よこて」
中心市街地の空き店舗を活用し、
都会の親子を対象に、夏休
みを利用して自然塾を開催。 自社単独では企業内託児所を設置
できない事業所などから委託を受け
運営。

教育支援活動

●一宮商工会議所青年部(愛知県)
「一宮モーニング博覧会」
喫茶店で実際に提供している
「モーニング」のパネル展のほか、
普段は朝しか味わえないモーニン
グを朝から晩まで楽しめる試食会
を企画。一宮の喫茶文化をPR。

上記のほかに、「地元大学と
の連携」、「民間企業等への
教員の受け入れ」も
＜各地商工会議所の取り組み＞

●札幌商工会議所（北海道）
｢札幌商工会議所付属専門学校｣
｢北海道を元気にする人材｣の育成
を目指す。

●佐久商工会議所（長野県）
●石岡商工会議所（茨城県）
「はーとふる宅配便」
「石岡市デマンドタクシー」
自動車などの交通手段を持たない
自宅や商店街で乗客を拾い行き先を
高齢者等の買い物を支援。
順番に回る乗り合い型タクシーを運行。

●高松商工会議所女性会（香川県）
「マンモグラフィー検診」
乳がんの早期発見・早期治療への
意識を高めることを目的に実施。

●東京商工会議所（東京都）
「健康知識測定テスト」
企業における従業員の健康づくりをバッ
クアップするため、テストを受けながら健康
知識を身につけられるWebサイトを開設。

６

エネルギー・環境問題に対応、省エネ・節電対策を推進
◆

昨年夏のピーク電力抑制に積極的に協力
京都商工会議所（京都府）
「環境家計簿」、「地球温暖化対策行動
宣言」の活用推進、小学生への環境学
習事業を実施

大阪府内６商工会議所合同（東大阪、
八尾、北大阪、守口門真、松原、大東）
企業のあらゆる環境諸問題を解決す
るために、相談希望企業へ専門家を
派遣（大阪府東部地区商工会議所リ
サイクル技術委員会）
【ホームページ等各種媒体を通じた節電の呼び掛け】
3/14 計画停電の実施と節電のお願い
（東京電力からの依頼）
3/14 商工会議所会員事業者向け節電のお願い
3/15 節電と緊急的計画停電への協力のお願い
（東北電力からのお願い）
3/17 大規模停電の可能性に基づく節電のお願い
（経済産業省からのお願い）
3/29 全国商工会議所女性会連合会が節電を呼び掛け
5/20 「自主行動計画作成ガイドライン」を日商本体、日商
青年部、女性会連合会など各種ホームページで周知

大阪商工会議所（大阪府）
環境行政と連携し、環境マネジメントシ
ステム（EMS）構築コンサルティングな
ど企業の環境経営の取り組みを支援
する事業を多数実施

神戸商工会議所（兵庫県）
「神戸発・地球にやさしい企業の環」
をキャッチフレーズに、グリーンカンパ
ニーネットワークを運営

◆ 商工会議所環境行動計画

札幌商工会議所（北海道）
「札幌商工会議所ECO宣言行動」実施。
各企業・団体で取組可能なECO活動を宣
言。電気、水道、灯油、エネルギー使用
量を毎月WEB上で記録、CO2の排出削
減の取り組みを推進
室蘭商工会議所（北海道）
HES(北海道環境マネジメントシステム）セ
ミナー・相談会の開催やCO2排出チェック
シート・エコメニューの作成・配布
盛岡商工会議所（岩手県）
省エネ・CO2削減コンテストを実施
村上商工会議所（新潟県）
青年部が「エコの架け箸」（村上木彫
りマイ箸）を制作
新潟商工会議所（新潟県）
新エネルギー研究施設や環境先
端技術見学会の開催等多数実施
金沢商工会議所（石川県）
環境経営データベース「かなざわ
エコ対策応援ネット」を提供

広島商工会議所（広島県）
「環境社会検定試験（eco検定）」全職
員受験。環境への取り組み企業数など
の数値目標を設定

◆ 東京商工会議所「eco検定」
環境社会検定試験は、企業や地域社会、
家庭のあらゆる場面で自発的に環境保全
に取り組む人材を育成し、「持続可能な社
会」づくりを目的とするもの。
平成23年度のeco検定の受験者数は4万
9,558人、このうち合格者は2万9,158人。
試験を開始した平成18年度からこれまで
の累計では、受験者は約24万人、合格者
数は約16万人。

約１６万人のエコピープルが誕生

北九州商工会議所（福岡県）
診断員３人を雇用して「省エ
ネ相談窓口」を設置。北九州
市、産業界、金融機関と連携
し、省エネ設備導入をワンス
トップで支援

福岡商工会議所（福岡県）
ヒートポンプ等の高効率機器
普及のための市場実態調査
とＰＲ促進支援、原子力発電
への理解促進のための啓蒙

宮古商工会議所（岩手県）
宮古市産業まつりで建設第二部会
が建築物に関わる相談事業「eco-環
境にやさしい住宅設備機器」を実施
佐久商工会議所（長野県）
地元企業や公共施設１７か所に太陽
光発電システムを設置。これらの施設
を環境学習にも活用
さいたま商工会議所（埼玉県）
「さいたま環境維新応援隊」を結成。
１２１事業所が参加。小規模事業所も
対象にした無料省エネ診断を実施。

東京商工会議所（東京都）
「会員企業地球温暖化対策行動指針」
策定。それに基づく行動宣言を実施。
東京都と連携した無料省エネ診断や
普及啓発事業多数実施。エコ検定受
験者が１６万人、合格者が１１万人を
突破。「温暖化対策ヒント集」をホーム
ページで公開。
甲府商工会議所（山梨県）
会館への太陽光発電設備の設置
女性会で「ゴミ減量化意見交換会」実
施、「ゴミ減らし１０ヵ条」策定

鯖江商工会議所（福井県）
鯖江発エコビジネス提案プ
ログラムの実施
松山商工会議所（愛媛県）
エコパンフレットの作成、 CO2排
出量簡易チェックシートの作成、
エコアクション２１の取得支援、環
境活動宣言事業所の募集。国内
クレジットによる松山まつりのカー
ボンオフセット

石狩商工会議所（北海道）
会員企業の取組啓発件数を設定（目
標年１００件、すでに７７件実施）

桑名商工会議所（三重県）
三重県版小規模事業所向け環
境マネジメントシステム「MEMS」認証取得に取り組む事業
所に対して、訪問指導を実施

253商工会議所で環境行動計画に関わる
取り組みを実施！

富士商工会議所（静岡県）
管内で「ひまわり」の栽培を呼びかけ、
ＣＯ２吸吸、茎を活用した紙を作成、種
からバイオディーゼル燃料を製造。
（静岡県ストップ温暖化アクションキャ
ンペーン２００７地域活動部門準グラン
プリを受賞）
大府商工会議所（愛知県）
「１事業所１エコ運動」の展開、電力消
費量目標：電気１０％減！を掲げ、「１事
業所１エコ運動実績ノート」で実績確認
名古屋商工会議所（愛知県）
生物多様性条約ＣＯＰ１０の開催に係
る地元としての取組（支援実行委員会
と連携した説明会やシンポジウムの開
７
催等）

