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平成２８年度事業報告概要 
（平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日） 

 わが国の景気は、個人消費の鈍い動きや雇用のひっ迫による人件費上昇がみられるものの、昨

年に比べ緩やかに改善してきています。このようななか、さらに成長する経済の実現には、「地方創

生」と「中小企業の活動強化」が不可欠です。 

 とりわけ、中小企業の最大の課題は、人手不足への対応です。労働力減少による経済規模の縮

小を防ぐには、多様な人材の活躍推進につなげ、生産性を引き上げる「働き方改革」が重要で、経

営者自身がリスクテイクしながら新たな挑戦に取り組むことが求められます。 

 

平成２８年度は、第２０期中期活動計画の最終年であり、創立５０周年の大きな節目の年となりまし

た。創立５０周年記念事業や小規模事業者の伴走型経営支援事業等に取り組み、会員事業所の活

力強化と地域活性化のための諸事業を全力で推進しました。 

 

■創立５０周年記念式典等を開催 

創立５０周年記念事業特別委員会が企画運営を

担当、記念式典、記念パーティー、記念事業等を開

催した。 

６月の記念式典には、当商工会議所「５０年のあ

ゆみ」を映像で紹介、活発な活動が報告後、青年

部会長により、「未来に向けての宣言」を行った。 

さらに、設立当初からの議員事業所として商工会

議所運営に尽力された４事業所に対し、感謝状を

贈呈した。当日は、来賓・役員・議員等、総勢２６０名が出席した。 

また、記念式典に先立ち、白山商工会議所と友好提携調印

式も行った。記念事業としては、６月にアマチュア・オーケス

トラふじの花交響楽団による「ふれあいコンサート」、８月には

辛坊治郎氏を招聘し、「どうなる日本？政治経済の明日を

読み解く」と題しての講演会を開催、１２月には５０周年記念

誌を発行し、会員に配布した。 

（全体会議３回/小委員会６回/合同会議１回） 
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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２年目は、「お客さまに選ばれる商

品開発プロジェクト」事業として、５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っ

た。 

また、小規模事業者持続化補助金申請に係る経営計

画書作成を支援した。 

 

 

 

■消費税の価格転嫁及び軽減税率への円滑な対応を支援 

 消費税率の引上げ、軽減税率制度導入に備え、消費税軽減

税率対策窓口相談等事業として、事業者の経営力強化を図る

ため、販売促進や販路拡大に繋がるセミナー等を開催した。ま

た、事業者へ政府や日本商工会議所が作成した、小冊子等の

ツールを巡回・窓口相談を通じ周知した。   

 

 

 

■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、創業・起業・第二創業の支援・農商工連携事業の推

進を図った。 

支援機関等で組織する藤枝エコノミックガーデニング推

進戦略協議会を新たに立ち上げ、支援機関の情報共有

と情報交換を図ると共に、「食のブランド開発支援事業」

に関する新商品の開発も支援した。 

 

 

■第４回藤枝シニア草サッカー大会会頭杯を開催 

９月８日（木）・９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４回目となる「藤枝シニ

ア草サッカー大会会頭杯」を開催した。 

今大会では、完成した人工芝多目的広場を初めて

使用した。宮城県から大阪府まで全１８チーム３３１名が

参加、６０歳以上のチームと７０歳以上のチームのカテ

ゴリー別で熱戦を繰り広げた。県外チーム全員参加に

よる歓迎レセプションも開催し、交流を深めるとともに藤

枝をＰＲした。 
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■第２１期役員・議員改選への対応                           

第２０期の役員・議員の任期が、平成２８年１０月

３１日で満了することに伴い、第２１期推薦・選考委

員会を設置し、役員・議員の推薦・選考を行なっ

た。１１月１日開催の臨時議員総会で承認され、 

１１月１日から第２１期の新体制がスタートした。 

 

 

 

■第２１期中期活動計画を策定 

 

  第２１期（事業期間：平成２９年度～３１年度）の中期活動計画

を策定し、３月の通常議員総会で承認された。第２１期のスローガ

ンと基本方針は、『５０年の伝統を受け継ぎ、力強い新たな第一

歩！Ｍａｋｅ ａ Ｆｒｅｓｈ～！～「選ばれ」・「喜ばれ」・「頼りになる」

会議所～』とした。 

 

 

 

 

Ⅰ．政策提言、意見要望事業                                 

■藤枝市中小企業・小規模振興基本条例（仮称）

の制定に関する要望書を提出 

平成２８年７月に藤枝市経済の持続的発展と地域経

済の活性化を推進するために、地域振興委員会が中

心に取りまとめた「藤枝市中小企業・小規模企業振興条

例（仮称）の制定に関する要望書」を藤枝市長あてに提

出した。要望の結果、１２月に「がんばる中小企業振興

基本条例」が制定された。 

 

 

■県知事に産業基盤整備などを要望 

静岡県商工会議所連合会や中部地区４商工会議所と連携し、取りまとめた静岡県行政施策要望

は、１０月に県知事と県下会頭との懇談会で、地域の実情を訴えながら理解を求めた。 

当所からは、「国道１号藤枝バイパス４車線化の早期

整備に係る予算確保」、「志太中央幹線の国道１号以

南の整備促進」、「地元事業者の積極的活用及び予

算確保」、「ＪＲ静岡駅への新幹線ひかりの停車本数増

加の働きかけ」、「大規模小売店舗事業者の地域貢献

及び商工会議所等への加入の働きかけ」について、要

望した。 
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■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車線化の事業決定を受け、

早期整備に係る予算確保及び早期整備について、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要望活動を実施した。 

 

 

 

 

■設備投資を後押しする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２９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、機械装置、ソフトウェア等に加え、

器具備品、建物付属設備等を促進する税制として、「中小企業経営強化税制」が創設された。 

 

 

■関係機関等との連携強化 

  藤枝市と大井川農業協同組合との連携事業として、

浜松商工会議所会頭の大須賀正孝氏を講師に招き、

産学官連携セミナーを開催した。 

また、「会員市議会議員との懇談会」を開催し、「藤

枝市中小企業・小規模企業振興条例」の設置につい

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。さらに、「市長と正副会頭との懇談会」

を開催し、双方向の意見交換を図った。 

 

 

■志太３市商工会議所・商工会広域連携懇談会を設置 

これまでの藤枝市・焼津市のエリアから島田商工会

議所・島田市商工会が加わり、３市体制に発展し、志太

３市商工会議所・商工会広域連携懇談会を１２月に設立

した。今後は、地域の課題を共有化し、中小・小規模事

業者のニーズに合わせた事業を効果的に展開し、志太

の立地を活かした企業誘致、人材育成等の施策を推進

することとした。６月に志太３市合同就職ガイダンス、２月

に講演会・交流会を実施した。 

また、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、情報の共有を図った。中部地域間での連携は、中部地域４商工会議

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

行った。 

また、静岡県中部未来懇話会や中部地域経営会議では、「女性活躍推進宣言」について調査・研

究を行った。さらに、静岡県中部・志太榛原地域連携 DMO 専門委員会等の参画や中部地域の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」に引き続き参画した。 
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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

どへ参画し、要望活動や情報交換などを行った。 

 

 

 

 

Ⅱ．商工会議所の組織強化事業                                  

■会員増強キャンペーンを展開 年間１１５事業所が新規加入 

会員増強では、役員・議員・金融機関・青年部・女性会等の協力を得て、会員増強キャンペーン

を実施した。昨年に引き続き、大規模小売店舗等の加入勧奨、日本政策金融公庫職員との同行訪

問や非会員事業所へのアプローチも継続的に実施した結果、年間で１１５件の新規加入があった。 

しかしながら、経営者の高齢化と後継者不足、景気回復の遅れ等の影響から、廃業や倒産等によ

る企業の減少は全国的な傾向で、退会事業所は１０９件にのぼった。H２９年３月３１日現在の会員数

は２，６２５事業所と、７年ぶりに対前年より増加した。 

 

 

■商工会議所活動を広くＰＲ 

ホームページやフェイスブックを活用し、創立５０周年記念事業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た。ホームページの年間ア

クセス数は、２６，８８８件で、対前年度△３３.３％ではあったが、月平均は、２，２４０件と大幅に目標を

上回った。 

「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、「市民

版フジエダスコープ」は市民向けに年１回発行し、

５０周年記念事業や推奨品(藤枝おみや)のＰＲな

ど広く周知した。 

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、情報の共有に努めた。そ

の他、静岡新聞等マスコミに対し、随時情報提供

を行った。 

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

に情報提供を行なった。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た。 
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■職員の能力向上・財政基盤の強化 

商工会議所事務局職員のスキルアップに取り組むため、日本商工会議

所等が主催する研修会等に積極的に職員を派遣すると共に、職員各自の

目標を定めた資格取得を目指し、会員サービスの充実に繋げた。 

また、全国商工会議所の新たな会員企業のための商工会議所保険制

度として、ビジネス総合保険制度を導入し、積極的な推進を図った。 

 

 

 

 

 

 

■静岡産業大学との連携事業セミナーに述べ５２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２０１６」を１０月に全３回シリーズで開催、静岡産業大学

佐野典秀教授をはじめ、３人の講師に最新マーケティン

グ・情報発信をテーマにのべ５２名が学んだ。また、静岡

産業大学の冠講座を４月～７月に開催、１２回１５名の役

員議員等が講師を務めた。 

３月には、藤枝ＩＣＴコンソーシアムが設立され、会長に

静岡産業大学の鷲崎学長、副会長に山田会頭が就任し

た。参加企業は、６７社（３月３１日現在）。 

 

 

■常議員懇談会・委員会活動の推進 

平成２８年度は、第２０期の最終年となり、前年度から調査研究を行なっているテーマに取り組ん

だ。 

１２月に第２１期の第１回目となる常議員懇談会を開催し、平成２８年度藤枝市産業振興関連事業

についての説明を受けた。 

 

 

【総務委員会】 常議員会上程議案を協議 

第２０期中期活動計画の進捗状況の確認をする

とともに、常議員会への提出議案について協議した。

また、６月に会員市議会議員との懇談会を開催し、

市行政要望事項に対する意見交換を行なった。 

３月に第２１期第１回目の委員会を開催し、第２１

期中期活動計画の策定及び常議員会上程議案に

ついて協議した。（委員会３回/懇談会１回） 
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【地域振興委員会】 中小企業振興基本条例を作成・要望書を提出 

藤枝市内の中小企業を支援するため「中小企業・小規模

企業振興条例」について検討し要望書を取り纏めた。 

２月に、第２１期第１回目の委員会を開催し、３年間の事

業計画等について、協議した。（委員会３回） 

 

 

 

 

【情報企画委員会】 読まれる会報誌を企画編集 

 毎月１回発行の「ふじえだ商工会議所ニュースＳｃｏ

ｐｅ」の編集企画会議を毎月開催し、内容の充実に努

め、４月号の表紙から藤枝花回廊をテーマにリニュー

アルした。 

１１月から第２１期の新委員により、毎月１回「ふじえ

だ商工会議所ニュースＳｃｏｐｅ」の編集企画会議を開

催した。 （委員会１２回/懇親会２回） 

 

 

【観光振興委員会】 蓮華寺池公園イベント広場「あずまや」が完成 

観光振興委員会が中心となり、市内外から多くの来園

者がある蓮華寺池公園の利活用について、要望の成果

として、平成２９年３月に蓮華寺池公園イベント広場とし

て「あずまや」が設置された。また、静岡県中部・志太榛

原地域連携 DMOシンポジウム等にも参加した。 

１月に第２１期第１回目の委員会を開催し、第２１期の事

業の方向性について協議した。 

（委員会１回/セミナー１回） 

 

【労働環境委員会】 第４３回優良従業員表彰式を開催 

 ６月に開催した藤枝市・焼津市・島田市合同企業

ガイダンス２０１７の開催に協力した。９月に開催した

「第４３回会員企業従業員表彰式」の企画運営に取

り組み、会員事業所から推薦された従業員の選考

を行うとともに、優良従業員３７名を表彰した。 

 ２月に第２１期第１回目の委員会を開催し、次年

度の事業計画等について協議した。 

（委員会３回/表彰式１回） 
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【商業振興委員会】 商工会議所推奨品制度「おみや」を認定 

商工会議所が認定する推奨品制度（藤枝おみや）

の平成２８年度版として、１３事業所１８品目を認定し

た。また、３年に１度開催される藤枝大祭りのおもてな

し広場に於いて、藤枝おみやのパンフレットを配布し

PRに努めた。 

 １月に第２１期の正副委員長会議、第１回目の委員

会を開催し、事業計画等について協議した。 

（委員会１回/正副委員長会議１回） 

 

 

【工業振興委員会】 ⅠoTセミナーを開催 

工業部会・中小企業相談所と合同セミナー「IoT とそ

の経済性について」と題して、静岡産業大学の鷲崎早雄

学長を招いての講演会を開催、６２名が参加した。また、

中小企業振興条例（案）について意見交換を行った。 

１２月に第２１期の正副委員長会議、２月に第１回目の

委員会を開催し、事業計画等について協議した。 

（委員会３回/正副委員長会議１回/セミナー１回） 

 

 

■部会事業の推進 

【建設業部会】 志太地域の交通整備状況等についての研修会を開催 

 ７月に藤枝市都市建設部基盤整備局長から「藤枝

バイパス４車線化と藤枝市の道路・河川事業について」、

静岡県島田土木事務所長から「志太榛原地域におけ

る道路・河川などの整備とこれからの公共工事につい

て」をテーマに研修会を開催、２７名が出席した。 

 ２月に第２１期第１回目の正副部会長会議を開催し、

事業計画等について協議した。 

（部会１回/・正副部会長会議１回/情報交換会１回） 

 

 

【特産業部会】 事業承継セミナーを開催 

７月にヒロパートナーズオフィス代表の五島宏明氏を講

師に、「経営者・後継者必見 !！三代目社長が会社

つぶす?失敗しない事業承継を行うために必要なこと」

をテーマに事業承継セミナーを開催、２５名が受講した。 

 ２月に第２１期第１回目の正副部会長会議を開催し、事

業計画等について協議した。 

（部会１回/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 

 ６月に(株)アンドディ坂本雅子氏を招いての経営セミナ

ー「小規模事業者が最低限の労力で対応するためのマ

イナンバー対応講座」を開催、２７名が受講した。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～現状と展望～」講

演会を開催、６２名が参加、終了後には、講師を囲んで

の情報交換会を併せて開催した。 

２月に第２１期第１回目の正副部会長会議を開催し、

事業計画等について協議した。 

（部会１回/正副部会長会議１回/講演会２回/情報交換会 1回） 

 

 

【サービス・観光部会】 川崎大師初詣と横浜中華街

豪華ランチツアーを実施 

 視察研修として、平成２９年１月に川崎大師初詣と横浜

中華街豪華ランチツアーを実施、３９名が参加、部会員の

交流を図った。 また、静岡県中部・志太榛原地域連携

DMOシンポジウムに参加した。 

（部会１回/視察研修会１回） 

 

 

【交通運輸部会】 日野自動車工場を視察 

９月には恒例の秋の全国交通安全運動の一環とし

て、交通安全広報活動を予定していたが、雨天のため

中止となった。１０月には日野自動車工場の視察会を

実施、３５名が参加し交流を図った。 

 ２月に第２１期第１回目の正副部会長会議を開催し、

事業計画等を協議した。 

（部会１回/正副部会長会議２回/視察１回） 

 

 

 

【情報文化部会】 常葉大学富士キャンパス等を視察 

５月に部会開催後、部会員交流会を開催、１８名が参加した。１０月

の「部会員交流視察会」には１８名が参加し、常葉大学富士キャンパ

ス・韮山反射炉・かんなみ仏の里美術館を視察した。 

２月に第２１期第１回目の正副部会長会議を開催し、事業計画等に

ついて協議した。 

（部会１回/交流会１回/正副部会長会議１回/視察研修会１回） 
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【商業部会】 築地魚河岸とアサヒビール神奈川工場を視察 

１２月に第２１期第１回目の正副部会長会議を開催し、

視察研修等について協議した。 

平成２９年２月に部会員を対象に「築地魚河とアサヒ

ビール神奈川工場視察会」を開催。参加者５７名を得

て実施、部会員同志の交流を図った。 

（部会１回/正副部会長会議１回/視察会１回） 

 

 

 

 

【工業部会】 ⅠoTセミナーを開催 

工業振興委員会・中小企業相談所と合同セミナー

「IoTとその経済性について」と題して、静岡産業大学

の鷲崎早雄学長を招いての講演会を開催、６２名が

参加した。 

２月に第２１期第１回目の正副部会長会議を開催し、

事業計画等について協議した。 

（部会 1回/正副部会長会議１回/セミナー１回） 

 

■青年部・女性会活動の推進 

【青年部】 関東ブロック大会しずおか藤枝大会を開催 

青年部は１１７名の会員のもと、平成２８年１０月

に静岡県武道館にて、日本商工会議所青年部

第３６回関東ブロック大会しずおか藤枝大会を開

催した。 

関東ブロック商工会議所青年部連合会の役員

会・定時総会・会長会議・ＯＢゴルフコンペ・前宿

泊者懇親会・記念式典・記念講演・文科会・大懇

親会、藤枝独自の食文化である朝ラーメンのエ

クスカーションを開催した。大会には、２,７６６名の

登録があった。 

また、一般市民も巻き込んでの記念講演と大物産展を開催、

記念講演では、前サッカー日本女子代表（なでしこジャパン）

監督の佐々木則夫氏を講師に招き、「目標達成へのプロセス

～チームワークとコミュニケーション～」と題しての講演を行っ

た。大物産展では、関東一円、静岡県内各地の特産品やおい

しいグルメが一同に集約し５１ブースが出店した。 
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【女性会】 婚活パーティーを開催 

女性会は４２名の会員のもと、３委員会が積極的に勉強会や

研修会を実施した。昨年完成したオリジナル風呂敷「ふろ四季」

を富士山静岡空港の地域物産イベントや藤まつり等で販売し、

藤枝のＰＲに務めた。 

９月には、婚活パーティーに参加する男性を対象に「男子力

向上セミナー」と題しての

事前セミナーや、第２回出

会いのパーティーを開催、

男女各２５名の参加を得た。また、全国女性会連合会徳島全国

大会や関東女性会連合会「東京・山梨大会」、講演会や県女

性会連合会の会議にも積極的に参画、交流を深めた。 

 

 

 

 

Ⅲ．会員事業所の支援事業                                     

■会員事業所の訪問活動を実施 

会員ニーズの把握をするため定期的な事業所訪問活動として、未利用会員事業所及び入会２年

以内の事業所を中心に１,５００件、非会員事業所は１４９件訪問し、セミナーの案内や金融･経営･労

務等の各種施策の周知を図った。 

 

■小規模支援法に基づく経営発達支援及び新商品・新製品開発 

伴走型小規模事業者支援推進事業として、消費者の声を活

かした新商品開発を支援、約８ヶ月にわたり公募の事業所５社に

対し、伴走型支援を実施した。 

中小企業経営力強化支援法に基づく経営革新等支援機関と

して、中小企業・小規模事業者の経営支援、経営革新計画策定

への支援は２事業所（達成率３３％）が承認、新製品･新技術開発

に向けた相談は１７０件（達成率８５％）、新製品等補助金申請件

数は５９件（達成率５９０％）であった。 

 

 

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

情報共有した。補助金に係るセミナー２回、個別相談

会は２回開催し、小規模事業者持続化補助金等の申

請希望者４３事業所に対し経営計画書の作成等を支

援した。 
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販路拡大を支援する事業として、３年目となる商工会議所推奨品認

定制度を実施し、１３事業所の１８品目を認定、認定証と認定シールを

発行した。 

３年目となる藤枝地場産品等をブランドとして認定する制度は、藤

枝市と連携し取り組み、藤枝市が第１次産品から第６次産品までの製

品から１１品目選択し「藤枝セレクション」として認定した。 

農商工等連携を取組む事業者への支援は、７２事業所（達成率３６

０％）、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

なかった。 

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２６６件（達成率２６６％）で、そのうち

当所の指導を受けての開業者数は２７件（達成率１８０％）であった。 

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１０件、計画策定企業数は 

４件となった。人材育成に取組む企業向けオーダーメイド研修にはテーマに応じた専門家を４事業所

延べ８回派遣した。 

志太３市商工会議所・商工会の連携による志太経営

塾は、女性視点での商品やサービスの魅力情報発信

をテーマに３回シリーズで開催、延べ９８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、コミュニケーション会

話術講座、クレーム対応実践講座、プレス広報セミナー、

広告ＰＲセミナーを開催、延べ１３１名が参加した。 

 

 

■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１,４５４件、窓口相談指導３,３３３件、

合計４,７８７件であった。 

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

クを実施した。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８８名が登録されており、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６

３事業所、延べ１０９回（達成率２４２％）、専門家を派遣し問題

解決に取り組んだ。 

 

国の「小規模事業者持続化補助金」「新ものづくり補助金」等の申請を行なう事業者に対し、経営

計画作成支援セミナーや個別相談会を開催し計画策定及び申請手続きを支援した。持続化補助金

申請事業所は、５９件（採択２５件）であった。 

マイナンバー制度の導入に伴い、小規模事業者が最低限の労力で対応できる具体的な流れと取

扱いについてのセミナーを開催した。 
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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し取り組みを

支援した。海外取引相談は、１３１件であった。 

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、消費税転嫁対策相談窓口を設置し、消費

税転嫁対策セミナーを８回開催、延べ２４３名が参加、

経営力強化に向けた支援を実施した。 

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１８名の利用があった。 

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

の作成指導し企業再生を支援した。 

 

■マル経融資に２６件を推薦 

日本政策金融公庫への窓口斡旋延べ２７件、斡旋総額は１８６，３００千円で、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２６件（達成率６５％）、斡旋金額

１８４，８００千円を推薦し、資金需要の円滑化を図った。また、メンバーズ保証の取扱いや県制度融資

をＰＲし利用促進を図った。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を商工会議所独自制度として、

運転資金利用事業所１４事業所に給付した。 

 

Ⅳ．会員サービス事業の促進                                   

■ビジネス交流で、販路拡大を支援 

会員事業所のビジネスチャンス拡大のため、交流の

場を提供し人脈づくりを促進する事業として、１１月に

開催した「志太３市商工会議所・商工会合同人脈づくり

交流会」に４４社６５名が参加（うち藤枝８社１１名）、ＰＲ

活動の機会を提供した。１０月に静岡商工会議所の主

管で、開催した「中部地区４商工会議所合同個別商談

会」には、藤枝から５社が参加、大手流通事業者バイヤ

ーとの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２０１６」には２７品目を展示、Ｐ

Ｒの場を提供した。 

創立５０周年事業として、９月の会員交流会には「亀

ひろしものまねマジックショー」とお楽しみ抽選会を開

催、１７０名の会員が参加、交流を深めた。５月の会員

交流ゴルフ大会には５２名、１２月の会員交流ボウリン

グ大会には１２０名が参加、会員同士の交流の場を提

供した。 

 



藤枝商工会議所 

 

  
 14 

 

  

■生命共済制度及びＢＷＣキャンペーンを推進 

アクサ生命保険(株)と連携し個人保険等を中心に

春と秋のベストウイズクラブキャンペーンで加入推進

を展開、期間中に９６事業所の加入があった。 

生命共済制度新規加入事業所は３件/年（達成率

８．８％）、加入者１８３名/年（達成率２６１％）、平成２８

年度末の総加入口数は５,３８５口となった。 

生命共済制度加入者に対する還元事業は、野球

観戦・食事会・ボウリング大会・初詣等、年間５回開

催し、延べ２９５名の参加者があった。 

労働保険未適用事業所に対する加入促進は、新規事業所２０件（達成率２００％）の事務を受託し

た。 

全国商工会議所共済制度を取扱う損害保険会社と連携し、制度の普及促進を図った。加入状況

は「業務災害補償プラン制度」１９４件、「休業補償プラン制度」７６件、「中小企業ＰＬ保険制度」２０１

件、「個人情報漏洩賠償責任保険制度」 ６件であった。 

 

■優良従業員表彰式で会員事業所の福利厚生を支援 

 ９月に開催した会員企業従業員表彰式では、会

員事業所から推薦を受けた３７名の優良従業員表

彰式を開催し、会員事業所の労働福祉の充実を図

った。 

輸出に必要な原産地証明書など貿易に必要な証

明書を６２件発行、容器包装リサイクルの申請受付

は１５件、JAN コード申請受付１９件、ビジネス認証

（電子認証）申請受付など、会員事業所の利便性の

向上に努めた。 

会館の会議室貸出しは年間延べ１７７件の利用があり、利用案内を商工会議所ニュースに掲載す

るなどＰＲに努め、利用促進を図った。「ふじえだ商工会議所ニュース Ｓｃｏｐｅ」に事業所の商品等

をＰＲするチラシの同封サービスには、２５事業所の利用があった。 

 

 

Ⅴ.地域振興・地域活性化の推進                                   

■賑わいのあるまちづくりを推進 

商店街課題解決事業として、駅前商店街おもてなしセミナーの開催、藤枝名店街の現状と今後に

ついての勉強会、商店街等が実施するイベント、活性化事業等を支援した。また、藤枝市との連携

事業の一環として、「東海道トレジャーハンティング事業」などへ協力、藤枝おみや等を景品として提

供した。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１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

て協議した。 
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■藤枝大祭りに「会員お休み処」を設置 

９月３０日（金）～１０月２日（日）、３年に一度の藤枝大

祭りの開催に伴い、１日・２日の２日間、当所会館駐車場

特設会場において、「ちょっくらいっぷく処お休み広場」

「会員おもてなし広場」を設置、一般観光客のお休み処

も設置した。 

 

 

 

当日は、ＪＡ大井川との連携事業として、おもてな

し広場の一角にＪＡ大井川の物販スペースを設け、

お茶や農産物の販売も行った。また、会場内に屋

台の運行表の設置や大祭りパンフレット等も配布

し、県内外より約１,０００人が立ち寄った。 

 

 

■志太３市合同企業ガイダンスを開催          

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２０１７を静岡県武道館にて

開催した。志太地域から５９社、新卒予定者や既卒者な

ど、２０５名がエントリー、１３１名が来場、マッチングの場を

提供した。 

また、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。 

中小企業が取り組みやすい環境マネジメントシステム「エコアクション２１」を推進、藤枝市と共催で、

取得説明会を５回開催した説明会には、１１社が参加し、具体的な環境活動レポート作成などの研修

を行った。参加企業のうち 1社が次年度に認証取得の申請を行うことになった。 

 

■友好都市との連携推進 

白山商工会議所の役員議員等が、創立５０周

年記念式典に参加、岡部宿大旅籠柏屋等の市

内観光も行った。３月には、東京に於いて、白山

商工会議所役員との懇談会を開催し、連携交流

を推進することを確認した。 

また、３月に北海道恵庭商工会議所の役員等２９

名が来藤し、親睦ゴルフ、市内観光、歓迎交流会を

行った。 
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Ⅵ.各種事業の推進･支援                                 

■日商･東商検定に延べ６９９名が受験 

実践に役立つ公的資格として認知されていることから、当所では日本商

工会議所が主催する珠算・暗算・簿記・リーテールマーケティング（販売士）

東京商工会議所が主催するカラーコーディネーター・ビジネス実務法務・福

祉住ディネーター・環境社会（エコ）検定及びビジネスマネジャー検定の９種

類の検定試験を実施、延べ６９９名が受験、対前年４２名減少した。簿記検

定試験はインターネット申込みが可能となるシステムを６月から導入し、受験

申込みの利便性を図った。 

 

 

 

 

■各種団体事業を支援 

 各団体事業は、藤枝市商店街連合会、日本電信電話ユーザ協会志太榛原支部、静岡県産業廃

棄物協会志太榛原支部、人事労務管理研究会の事業を支援、富士山静岡空港利用促進協議会、

富士山静岡空港と地域開発をすすめる会等と連携した事業を支援した。 

 

 


