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平成２９年度事業報告概要 
（平成２９年４月１日～平成３０年３月３１日） 

経営発達支援計画の認定制度と小規模事業者支援法の改正 

 全国385万の中小企業、中でもその9割を占める小規模事業者は、地域の経済や雇用を支える極

めて重要な存在です。しかしながら、小規模事業者は、人口減少、高齢化、海外との競争激化、地

域経済の低迷といった構造変化に直面しており、売上げや事業者数の減少、経営層の高齢化等の

課題を抱えています。 

 そのような厳しい経営環境において小規模事業者が持続的に事業を発展させていくためには、国

内外の需要の動向や自らの強みを分析し、新たな需要を獲得するために事業を再構築していくこと

が必要です。他方で、多くの小規模事業者にとっては、独力でこれらの取組を行うことは容易ではあ

りません。 

 したがって、半世紀以上にわたり小規模事業者から経営の相談に応じ、指導を行ってきた商工会

及び商工会議所が、小規模事業者による意欲ある取組を強力に支援し、小規模事業者の持てる力

を最大限に引き出していくことが必要です。 

 商工会及び商工会議所は、昭和35年から、小規模な企業の経営や技術の改善・発達を図るため、

金融・税務、経営・労務などの相談や指導(経営改善普及事業)を行っています。この経営改善普及

事業は、これまで記帳指導や税務指導等、小規模事業者の経営資源の不足を補完することに重点

を置いて実施してきたところですが、小規模事業者が抱える課題が変化してきた中、 

(1) 小規模事業者の経営資源の内容、財務内容その他経営の状況の分析 

(2) 小規模事業者が行う事業計画の策定に係る指導及び助言 

(3) 当該計画に従って行われる事業の実施に関し必要な指導及び助言 

(4) 小規模事業者が販売する商品又は提供する役務の需要の動向に関する情報の収集、整理、

分析及び提供 

(5) 地域の経済動向に関する情報の収集、整理、分析及び提供 

(6) 商談会、展示会の開催等小規模事業者が販売する商品又は提供する役務の需要の開拓に

寄与する事業 

といった小規模事業者の売上げや利益を確保するための支援に重点を置くことが必要となってきて

います。 

  このような状況から、商工会及び商工会議所による小規模事業者の経営支援の取組を一層強化

するため、商工会及び商工会議所が行う経営改善普及事業の内容を見直すとともに、商工会及び

商工会議所が、小規模事業者による事業計画の作成及びその着実な実施を支援することや、地域

活性化にもつながる展示会の開催等の面的な取組を促進するため、商工会及び商工会議所が作成

する支援計画のうち、小規模事業者の技術の向上、新たな事業の分野の開拓その他の小規模事業

者の経営の発達に特に資するものについての計画を経済産業大臣が認定する仕組みを導入する等

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

法律」が平成26年6月に成立しました。 

 当所では平成２７年１月小規模支援法に基づき経営発達支援計画を策定、同７月に国の認定を受

けました。平成２９年度は経営発達支援事業の最終年に当たり、小規模事業者の新商品開発支援、

前年度新商品開発した５社のフォローアップと販路開拓支援を行いました。特に、東京秋葉原の「日

本百貨店しょくひんかん地域うまいもんマルシェ」にて、２０１６新商品開発プロジェクトで開発した商品

を中心に販売促進を展開しました。 
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（創業支援）
<産業競争力強化法>
・藤枝市産業政策課
創業支援室・エフドア

商業観光課
産業集積推進課

起業チャレンジャー応援事業
（シダビズ、志太ビジネスプラン
グランプリ）
個店魅力アップのためのまちゼミ

・専門家派遣制度
（事業計画策定・アドバイス）

・静岡県専門家派遣制度
・消費税転嫁対策相談
・エキチカワンストップ相談会
（創業・第２創業）
・経営安定特別相談室

創業者

◇◆◇ 小規模事業者支援体制 ◇◆◇

連携先 連携先

（支援とりまとめ・連絡調整）

藤枝商工会議所

静岡県よろず支援拠点（静岡CCI）
中小企業・小規模事業者
ワンストップ総合支援事業（ミラサポ）
静岡県事業引継ぎ支援センター（静岡CCI）
（静岡県後継者バンク）

経営革新等認定支援機関
（商工会議所、商工会、金融機関、
税理士、中小企業診断士等）

(公財)静岡県産業振興財団
（創業促進補助金、経営革新支援）
静岡県中小企業団体中央会
（新ものづくり補助金、商店街）
日本政策金融公庫静岡支店
各金融機関
静岡県信用保証協会
静岡産業大学
大井川農業協同組合

小規模事業者経営相談

相
談

支
援

相
談

支
援

静岡県後継者人材バンク

静岡県経営改善支援センター（静岡CCI）
静岡県中小企業再生支援協議会（静岡CCI）
（各金融機関、税理士、中小企業診断士）

(独)日本貿易振興機構（ＪＥＴＲＯ）
(公財)静岡県国際経済振興会(ＳＩＢＡ)

創業・経営・金融支援

再生支援
海外販路支援

藤枝ＩＣＴコンソーシアム

藤枝市ＩＣＴ推進室
藤枝市産学官連携推進協議会

ＩＣＴ支援

創業支援
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■認定経営発達支援計画に基づいた伴走型支援の推進 

経営発達支援計画３年目（最終年）は、「お客さまに選ばれる商品開発プロジェクト」事業として、３

社を選定し、マーケティングの考え方を取り入れて商品開発の取り組みを行いました。（経営発達支

援事業） 

商品開発の基本セミナーでは、商品開発に必要なマーケティングと時代背景を説明しました。商

品づくりの根本的な考え方は、売れる商品ではなく、誰の、どんな場面で役立つものであるかを考え

ていくこと、結果、お客様に選ばれる商品となることを目指しました。ニーズ調査では、全国５００人（２

０代～６０代）を対象に行いました。コンセプト＆戦略づくりを、ニーズ調査の結果をもとに策定しまし

た。 
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家具の新商品開発では、消費者の実際のお宅

を訪問し、生活のなかの家具の状況をヒアリン

グしながら、課題や困りごとを探りました。 

コンセントなど細かいところもチェック。 

 
 

【中間発表会】 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

参加企業同士で意見交換、お互いのコンセプト、 

ターゲット、シーンについて発表をしあい、ときに

メーカーの立場、ときに消費者の立場から話を進

めました。 
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【デザインのすり合わせ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

商品開発発表会後の展示会、個別質問の

様子 

 

参加者は、実際使用方法などを手に取って

感想を述べました。 

商品開発発表会にて自社の完成商品を 

説明する様子 

 

自社の強み、特長、予定販売価格、今後の展開

などについてパワーポイントを使い説明。 

消費者にシーンに合わせたデザインのアドバイ

ス、売り場のなかで埋もれてしまわないようなパッ

ケージはどうあるべきかなど意見交換。 
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■小規模事業者経営発達支援事業（新商品開発・販路拡大支援） 

  お客様に選ばれる新商品開発プロジェクト２０１７事業を 

実施、新商品開発及び販路開拓を支援しました。 

また、販売促進の一環として、８月１５日（火）～２１日（月）、 

東京秋葉原の「日本百貨店しょくひんかん地域うまいもんマ 

ルシェ」にて、２０１６新商品開発プロジェクトで開発した商品や 

藤枝おみや自慢の品２１品を販売しました。  

実際に店頭に立ち、消費者一人、ひとりの声を聞きました。 

（経営発達支援事業） 

(株)松永家具 【ＡＩＸＳ（アイシス）】 

 

ＡＩスピーカーに対応し、大きなＡＣアダブター 

や配線をすっきり収納する。 

ソファーサイドにおけるサイズ感で、常に人に 

近い場所で操作がしやすい。 

La Papi-ge（ラ パピージェ）【ＡｓａＰｉｚｚａ（朝ピッツァ）】 

 

ピザ屋が作るハイクオリティな冷凍ピザを休日の 

ゆったりとした朝食用にいかが？がコンセプト。 

朝専用ピザならではなの工夫を凝らしています。 

山喜本舗（有）【もちピー】 

 

日常的おやつとして、ちょっとした時間に一口サイズ

で手軽に食べられるお菓子を開発。 

意外な組み合わせの提案、新しい餅菓子分野への

挑戦。 
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■藤枝市主催フードスマイルフェスティバルへの出展 

藤枝市民向けに、新商品のお披露目を実施。 

売れる商品は地域に愛される商品なので、まず市民に 

広めました。 

（経営発達支援事業） 

 

 

 

 

■支援機関等連絡会議を開催 

経営革新等認定支援機関同士の連絡会議による連

携推進事業として、藤枝市管内認定支援機関等連絡

会議を開催し、当所の経営発達支援計画等を情報共

有しました。参加者は３７名。 

（経営発達支援事業） 

 

 

 

 

■マケプラ＆Ｗｅｂレポート、業種別審査辞典を導入 

全国の店舗商圏データを自在に検索・分析できる商圏分析シ

ステム「Market Platform(マケプラ)＆Web レポート」と「業種別審

査辞典」を導入しました。 

 地区内で新たに創業しようとする方、新規出店、移転や、小規

模事業者持続化補助金申請時、また、チラシ配布に関するエリ

ア選定時など小規模事業者３７社へ提供しました。 

（経営発達支援事業） 

 

 

 

 

 

■第５回藤枝シニア草サッカー大会会頭杯を開催 

９月１４日（木）～１５日（金）の両日に藤枝総合運動公園サッ

カー場・陸場競技場・人工芝多目的広場・市民グラウンドサッ

カー場の４会場で第５回目となる「藤枝シニア草サッカー大会

会頭杯」を開催しました。 
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今大会では、７５歳以上（フレンドリーマッチ）のチームも加わり、宮城県から大阪府まで全国から２０

チーム３４８名が参加、熱戦を繰り広げました。県外チーム全員参加による歓迎レセプションを開催し、

交流を深めるとともに藤枝を広くＰＲしました。試合結果は、オ

ーバー６０の部では地元藤枝ＦＣ、オーバー７０の部は静岡中

西部７０がそれぞれ優勝しました。 

また、スポーツ大会等の為に、「藤枝おもてなし弁当カタロ

グ」を３,０００部作成し、宿泊施設等に配布し販路拡大に努め

ました。（経営発達支援事業） 

 

■藤枝市中小企業振興推進会議を開催 

 藤枝市地域経済を支える「がんばる中小企業」振興基本条

例に基づき、3 月に本推進会議が開催されました。 

 本推進会議では、市内産業振興をテーマに議論を展開し、

産業の課題抽出や各支援機関への施策提案・改善の方向性

を示していく事を目的としています。 

 第一回目の推進会議では当所からは、松浦副会頭をはじ

め、地域振興・工業振興・商業振興の各委員長が参加しまし

た。 

 

■藤枝エコノミックガーデニング事業の推進     

地方創生の実現を図るため、産学官金の連携を強化し、 

中小企業の ICT の推進、創業・起業・第二創業の育成、農商

工連携、新製品等開発の推進を図りました。 

藤枝ＥＧ支援センター「エフドア」と連携し、エフドアのホー

ムページにて、当所の中小企業・小規模事業者支援メニュー

を公開。また、藤枝ＩＣＴコンソーシアムと連携、ＩＣＴ活用セミ

ナーを開催し、地元企業のＩＣＴ活用を支援しました。 

 

■蓮華寺池公園「イベント広場」活用事業の推進 

蓮華寺池公園イベント広場を活用し、ＪＡ大井川

と共催で、第１回目を４月２２日（土）・２３日（日）第２

回目を１０月２１日（土）に「レンゲジおさんぽマルシェ」

を開催しました。 

ＪＡ大井川による特産品の販売や商店街へ                                 

の回遊イベントとして、商店街（振）藤枝名店街、藤                 

枝上伝馬商店街（振）のお店を巡る「商店街すごろく」

事業を同時実施、市内外からの多くの来場者で賑

わいました。 
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また、７月のプレミアムフライデーに併せて、 「プレミ

アムビアフェスレンゲジ」を藤枝プレミアムフライデー実

行委員会と共催で、開催しました。 

蓮華寺池公園イベント広場と藤枝駅をつなぐ無料ジ

ャンボタクシーで、JR 藤枝駅南口広場で開催の「プレミ

アムビアフェス藤枝」イベント（まちづくり藤枝主催）と連

携を図り、回遊性の向上に努めた。 

 

 

 

■友好商工会議所・友好都市との交流の推進 

連携交流推進特別委員会を設置し、友好商工会議                            

所である白山商工会議所をはじめ、藤枝市との友好

都市に所在する恵庭商工会議所、宮古島商工会議所

との連携を図ることとしました。また、台南キャンペーン

事業として、１０/１７（火）～２０日（金）、藤枝市と協力し、

松浦副会頭を団長に市内企業１０社が参加、遠東百

貨本社及び（公社）静岡県国際経済振興会台北事務

所を訪問。台南大遠百貨店では、物産品の販売、観

光ＰＲ、闘茶会等を行うなどの交流推進を図りました。 

 

■藤枝エコノミックガーデニング事業の推進 

５月に「藤枝ＩＣＴコンソーシアム」の総会及びＩＣＴ

ビジネスマッチング交流会を開催。藤枝ＩＣＴコンソー

シアムへの参加企業は、８４社でした。 

ＩＣＴ・ＩｏＴ等推進支援では、導入等の専門家相談

は、７４件でした。 

魅力的な店舗支援事業では、店舗診断４事業所

（達成率１００％）、製造業等向け生産性向上支援事

業では、経営力向上や５Ｓ導入等の支援を延べ３１回

１１事業所を支援しました。販路促進実践事業では、

販促を成功に導く２大広告作成法マスター研修に延

べ４７名、ビジネスモデルイノベーション研究事業の３

コースのセミナーを開催。ビジネスモデルイノベーションに延べ４４名、Ｗｅｂビジネスに延べ６３名、住ま

いと暮らしビジネスに延べ４２名が参加しました。 
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農商工連携を目指す事業所への支援は、延べ１０４

事業所、６次産業化推進スタートアップ支援事業補助

金活用事業所は２件（達成率４０％）、マッチング交流

会は３回開催しました。 

産業競争力強化法等を活用した創業支援では、創

業相談は１４２件（達成率７１％）、うち当所の指導を受

けての開業者数は３１件（達成率１５５％）でした。 

 

ＢＣＰ計画(事業継続計画)策定企業への支援は、計画

策定指導事業所１７件（達成率８５％）、計画策定事業所２件（達成率４０％）となりました。 

志太３市商工会議所・商工会の連携による志太経営塾は、ビジネスモデルをテーマに２回シリーズ

で開催、延べ９０名が参加しました。 

販路拡大を支援する事業として、４年目となる商工会議所推奨品認定制度を実施し、１１事業所

の１５品目を認定、認定証と認定シールを発行した。累計６９品目となりました。 

会員事業所のビジネスチャンス拡大のための事業として、１１月に「志太３市商工会議所・商工会

合同人脈づくり交流会」を開催、５８社７７名が参加（うち藤枝２９社３９名）、ＰＲ活動の機会を提供しま

した。 

１０月に静岡商工会議所の主管で開催した「静岡県内全１５商工会議所合同個別商談会」には、

藤枝から５社が参加、大手流通企業のバイヤーと直接商談を行なった。同月の「しんきんビジネスマ

ッチング静岡２０１７」には１２事業所の２４品目を展示、交流の場・人脈づくり、ＰＲの活動の機会を 

提供しました。 

オンデマンドによる経営支援事業として、ＷＥＢセミナーを導入し、映像と音声による経営セミナー

を提供、総アクセス数は３,６６４件でした。 

 

■中小企業・小規模事業者の相談に幅広く対応 

経営指導員による経営改善普及事業を積極的に推進し、小規模事

業者への税務・金融・経営等をはじめとした相談に幅広く対応、巡回相

談指導１,５２７件、窓口相談指導３,２００件、合計４,７２７件でした。 

会員事業所からのより専門的な相談に対応する専門家派遣事業(エ

キスパートバンク・アクティブエキスパートバンク・人材育成エキスパー

トバンク・創業サポートエキスパートバンク）には、弁護士や司法書士･

社会保険労務士･コンサルタントなど各分野の専門家９０名が登録。ＩＴ

による販路拡大策、ＢＣＰ（事業継続計画）の策定、経営革新、特許商

標登録、人材育成等々、会員事業所への相談・指導は５０事業所、延

べ７８回、専門家を派遣し問題解決に取り組みました。 
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各種補助金制度の相談は６３６件、マイナンバー

相談は１８６件、事業承継相談は１８件ありました。 

企業の海外展開に向けた相談支援として、日本

貿易振興会・静岡県国際経済振興会等と連携を

図りました。海外取引相談は９１件、原産地証明書

発行は３７件でした。 

消費税軽減税率対策窓口相談等事業では、昨

年度に引き続き、消費税軽減税率対策相談窓口

を設置し、セミナーを２回開催、相談・指導件数は

延べ３,４０１件でした。 

起業・創業等の相談では、駅南図書館に相談窓口を設置、「エキチカ相談会」として、月１回原則

第３木曜日の夜間に実施、年間１３名の利用がありました。 

中小企業経営安定特別相談事業では、商工調停士等による経営安定相談及び経営改善報告書

の作成を指導し、企業再生を支援した。また、倒産防止共済制度へ新規８件、小規模企業共済制度

へ新規１３件が加入しました。 

■マル経融資に２７件を推薦 

日本政策金融公庫への窓口斡旋延べ３２件、斡旋総額は１２４，３３

０千円で、そのうち商工会議所会頭の推薦を必要とする小企業等経

営改善資金（マルケイ資金）は２７件（達成率９０％）、斡旋金額１２２，

２３０千円を推薦し、資金需要の円滑化を図りました。また、メンバー

ズ保証の取扱いや県制度融資をＰＲし利用促進を図りました。 

また、日本政策金融公庫や静岡県信用保証協会、市内金融機

関、藤枝市と随時情報交換し、連携を強化しました。 

小規模事業者経営改善資金（マル経）利用者に対する利子補給

制度（藤枝市）として、利用事業所２０事業所に給付しました。 

 

 

■賑わいのあるまちづくりを推進 

商店街活性化支援として、駅前商店街の経営勉

強会 や駅北フェスタ「サッカーイベント」への協力は

じめ、商店街が実施するイベント、活性化事業等を支

援しました。また、藤枝市との連携事業の一環とし

て、「静岡県まちゼミフォーラムｉｎ藤枝」へ協力した。

さらに、株式会社まちづくり藤枝の運営や事業推進の

支援、当所が事務局を持つ藤枝市中心市街地活性

化協議会を４回開催し、第２期中心市街地活性化基

本計画の進捗状況・変更について協議しました。 

第３期中心市街地活性化基本計画は、平成３０年３

月２３日付けで内閣総理大臣から認定され、第３期計

画の認定は、県内で本市が初となりました。 

 

■人材確保・育成等の支援 

６月に志太３市の行政・商工会議所・商工会と連携し、志太３市合同企業ガイダンス２０１８を静岡県
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武道館にて開催した。志太地域から５７社、新卒予定者や既卒者など、１３６名がエントリー、１１８名が

来場、マッチングの場を提供しました。 

志太３市商工会議所会頭・商工会会長が、静岡産業大学、静岡県立大学、静岡大学、常葉大学、

静岡福祉大学を直接訪問、志太３市合同企業ガイダンスのＰＲと学生の動向について懇談しました。 

また、昨年１２月～３月、静岡県の委託事業として、

事務所の一角に「しずおか人材マッチングサポートデ

スク」を設置、中小企業の人材マッチングの支援を行

いました。 

その他、３月には県内経済４団体主催の合同入社

式へ協力、藤枝からは４事業所５名が参加した。 

  中小企業・小規模事業者ビジネストレーニングプロ

グラム事業として、新入社員講座、ビジネストーク力

セミナー、クレーム対応セミナーを開催、延べ８７名、

健康経営入門・実践セミナーに１９名が参加しました。 

■タイムリーな政策提言・要望活動の強化・実現 

藤枝市行政施策要望は、各委員会･部会等からの

意見を取りまとめ、「中小企業・小規模事業者への支

援策」、「内陸フロンティア事業の推進と新産業地へ

の更なる産業集積」、「藤枝駅・蓮華寺池周辺への土

産品等の販売スペースの設置」、「藤枝市営藤枝駅前

駐車場拡充・整備と公共交通の利用促進」、「藤枝総

合運動公園多目的広場人工芝広場の避難場所の整

備」・「ＴＳマーク貼付運動の推進」・「東名高速道路 

大井川・焼津・藤枝スマートＩＣわかりやすい案内表示

の設置」をはじめ、インフラ整備など新規７項目・継続

４項目及び「東名高速道路大井川焼津藤枝スマートイ

ンターチェンジ周辺の土地利用」に関する要望書を藤枝市長あてに提出しました。 

緊急要望として、３月７日に岡部町商工会・藤枝金融協会と連名により、「生産性向上特別措置法

に基づく導入促進基本計画の策定及び固定資産税の特別措置」に関する要望書を藤枝市長あて

に提出、この要望を受け、藤枝市は新たな設備投資に対する固定資産税を３年間ゼロにする条例改

正に取組む方針を示しました。 

 

■国道１号藤枝バイパス４車線化を国交省に要望 

国道１号藤枝バイパス４車線化は、昨年度、事業採

択され、詳細設計及び地質調査等が実施されておりま

す。国道１号藤枝バイパス整備促進委員会（会長：藤

枝市長）と地元選出国会議員とともに、国土交通省本

省・中部地方整備局、静岡国道事務所等に早期整備

の要望活動を実施した。また、「道路財特法の継続・拡

充」についても、静岡国道事務所長に要望書を提出し

ました。 

 

 



藤枝商工会議所 

 

 

  13  
  

■事業承継税制の大幅拡充が実現 

日本商工会議所と各地商工会議所が連携し、平成３０年度税制改正等は、政府・与党や地元選

出国会議員への陳情活動等、粘り強い要望活動を展開した結果、事業承継税制が抜本的に拡充さ

れ、「対象株式数等の上限撤廃」、「経営環境変化に応じた減免制度の創設」等、将来の納税不安

が大幅に軽減されました。 

 

■関係機関等との連携強化  

                              議員懇談会では、大井川農業協同組合代表理事 

組合長の池谷薫氏より、「ＪＡ大井川の今後の取組み 

について」の講話を聞きました。 

また、会員市議会議員との懇談会を開催し、藤枝 

市行政に関する要望事項１１項目についての意見･ 

情報交換を行い、要望実現のための連携強化に努め 

た。また、毎月、藤枝市産業振興部との情報交換会を 

開催し、双方向の意見交換を図りました。 

■静岡産業大学との連携事業セミナーに延べ７４名が参加 

静岡産業大学との連携事業セミナー「経営力アップ   

道場２０１７」を１２月に全３回シリーズで開催、静岡産

業大学鷲崎早雄学長をはじめ、３人の講師に「売れる

を創る」をテーマに最新トレンドのマーケティング手法

について、延べ７４名が学びました。 

また、静岡産業大学の冠講座を１０月～１月に開

催、１１回１１名の役員議員等が講師を務めました。 

藤枝ＩＣＴコンソーシアムの定例幹事会への出席

や、セミナー開催について連携を図りました。 

藤枝ＩＣＴコンソーシアム会員数は、８４社（３月３１日現在）でした。 

 

■広域連携活動の推進 

志太３市商工会議所・商工会広域連携懇談会で

は、６月に総会を開催、「しずおか中部連携中枢都市

圏ビジョン」、「静岡県の主要施策」等についての研

修、１１月に航空自衛隊静浜基地司令の講話及び管

制塔等の視察、２月に講演会・交流会を開催しまし

た。また、４月には、県内大学訪問、６月に志太３市合

同就職ガイダンスを実施しました。 

専務理事・事務局長で組織する志太地区３商工会

議所振興会議にも参画、情報の共有を図りました。中部地域間での連携は、中部地域４商工会議所

正副会頭懇談会を年２回開催し、県知事への共同要望事項について協議、要望事項の取りまとめを

行いました。 

また、静岡県中部未来懇話会や中部地域経営会議では、「健康経営」戦略について調査・研究を

行いました。さらに、中部地域の４商工会議所・９商工会の経済団体の連携を強化し、共通課題に取

り組むため、各会頭・会長を構成員とする「静岡県中部地域商工懇話会」に引き続き参画しました。 

その他、日本商工会議所の会員総会・委員会、関東商工会議所連合会の運営研究会・総会、静
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岡県商工会議所連合会の総会、専務理事・事務局長会議、静岡県知事･県議会議長と県下商工会

議所会頭との懇談会などへの出席、要望活動や情報交換などを行いました。 

 

■情報発信力のＰＲ強化 

ホームページやフェイスブックを活用し、商工会議

所のイベントや経営セミナーの開催案内をはじめ商工

会議所の活動を広く市民にＰＲするなど、情報発信の

充実に努めました。ホームページの年間アクセス数

は、２６,８５２件で、対前年度△０．１３％でしたが、月平

均は、２,２３８件と大幅に目標を上回りました。 

「ふじえだ商工会議所ニュースＳcope」は商工会議

所の活動を会員向けに月１回発行、会員のお役に立

つ情報を発信した。特に、ベント情報については、市

民向けに「むるぶ」冊子等にも掲載し、広く周知しました。 

 

 

また、役員･議員向けＦＡＸ通信「藤枝商工会議所

かわら版」を月２回年２４回発行し、商工会議所の主

な動きなど、情報の共有に努めました。その他、静岡

新聞等マスコミへのプレスリリース１９回、記事掲載は１

２回でした。 

市内の中小企業景況調査は、２００事業所の協力

を得て、四半期ごとに売上・業況などについて調査し、

商工会議所ニュースなどを通じ、タイムリーに情報提

供を行いました。また、商工会議所ネットワークを利用

した日商ＬＯＢＯ調査(商工会議所早期景気観測)は、５業種を対象に毎月実施、景気対策に関する

意見要望活動に活用しました。 

 

【観光振興委員会】 宮古島視察研修会を実施 

  ４/１３（木）～１６（日）、「藤枝と宮古島の交流を進め

る会」と合同で、藤枝市の友好都市である宮古島の視

察研修を実施した。宮古島では、宮古島商工会議所

を訪問し、情報交換・産業や物産を視察しました。 

（委員会２回/視察研修１回） 
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【工業振興委員会】 ⅠＣＴ活用セミナーを開催 

８月にＩＣＴセミナー（工業、特産業、理財、情報文化

部会・藤枝ＩＣＴコンソーシアム共催）「中小企業のＩＣＴ

導入についてのヒント」と題して、ソフトバンク（株）の井

染政之氏を講師に講演会を開催、７２名が参加しまし

た。また、１０月にＣＥＡＴＥＣ ＪＡＰＡＮ２０１７の視察研

修を実施しました。 

（委員会１回/セミナー１回/視察研修会１回） 

 

 

【建設業部会】 志太地域のインフラ整備状況等についての研修会を開催 

７月に建設業部会・交通運輸部会の合同で、藤枝

市都市建設部基盤整備局長から「誰もが安全で安心

して暮らせる快適な都市を目指して」、静岡島田土木

事務所次長から「公共工事を取り巻く環境と志太榛

原地域におけるインフラ整備について」をテーマに研

修会を開催、２３名が出席しました。 

（正副部会長会議１回/情報交換会１回） 

 

 

 

【工業部会】 ＣＥＡＴＥＣ ＪＡＰＡＮ２０１７の視察研修会を開催 

１０月にＣＥＡＴＥＣ ＪＡＰＡＮ２０１７の視察研修を実

施、２５名が参加しました。また、８月にＩＣＴセミナー（工

業振興委員・特産業、理財、情報文化部会・藤枝ＩＣＴ

コンソーシアム共催）「中小企業のＩＣＴ導入についての

ヒント」と題して、ソフトバンク（株）の井染政之氏を講師

に講演会を開催、７２名が参加しました。 

（正副部会長会議１回/セミナー１回/視察研修会１回） 

 

 

【特産業部会】 ＩＣＴ活用セミナーを開催 

８月にＩＣＴセミナー（工業振興委員会・工業、理財、情

報文化部会・藤枝ＩＣＴコンソーシアム共催）「中小企

業のＩＣＴ導入についてのヒント」と題して、ソフトバンク

（株）の井染政之氏を講師に講演会を開催、７２名が

参加しました。 

（正副部会長会議１回/セミナー１回） 
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【理財部会】 日銀支店長の講演会を開催 

１２月には恒例となっている日本銀行静岡支店長の

小髙新吾氏を招いての「最近の金融経済情勢とこれ

からの静岡県経済を考える」と題した講演会を開催、

５３名が参加しました。終了後には、講師を囲んでの

情報交換会を開催しました。また、８月にＩＣＴセミナー

（工業振興委員会・工業、特産、情報文化部会・藤枝

ＩＣＴコンソーシアム共催）「中小企業のＩＣＴ導入につ

いてのヒント」と題して、ソフトバンク（株）の井染政之

氏を講師に講演会を開催、７２名が参加しました。 

（正副部会長会議１回/講演会２回/情報交換会 1 回） 

 

■工場・支店・営業所の人脈交流会を初開催 

工場・支店・営業所のビジネスチャンス拡大のため

の交流の場を提供し、人脈づくりを促進する事業とし

て、平成３０年２月にはじめて、工場・支店・営業所の

人脈交流会を開催、３９名が参加しました。 

 また、第２６回会員交流会を開催、アトラクションで

は歌真呂＆レディーエリカによる「ものまねドリームショ

ー」と「お楽しみ抽選会」を実施、約１７０名が参加しま

した。 

会員福利事業として、１０月に会員ゴルフ大会を藤

枝ゴルフクラブで開催、３７名が参加、１２月に会員ボウリング大会を藤枝グランドボウルで開催、１０２

名が参加、会員同士の交流の場を提供しました。 


