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【 基 本 方 針 】 
 

Ｋｅｅｐ Ｍｉｎｄ Ｆｒｅｓｈ！ 

環境変化に対応し、常にフレッシュな気概を持って 

事業経営を発展させよう！ 

 
Ｅ      Ｙ     Ｈ    Ｔ 

「選ばれ」・「喜ばれ」・「育み」・「頼りになる」会議所 

 

お客様に「選ばれ」る事業所づくりを支援（企業づくり） 

 

地域から「喜ばれ」る魅力と賑わいを創出（地域づくり） 

 

   人材を「育み」、生産性向上の促進を支援（人材づくり） 

 

会員の「頼りになる」情報と組織力を強化（基盤づくり） 

 

 

 

『地域総合経済団体』として企業・地域・基盤づくりを推進し、 

会員組織を基盤とする『民間経済団体』として会員事業所の発展を 

支援する活動を第２２期中期活動計画と連動し実施します！ 

Ｅ 

Ｙ 

Ｔ 

H 
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【 重 点 事 業 】 

 

※新規事業は（新規）で記載 

 

１．中小・小規模事業者の新型コロナウイルス対策等緊急相談体制強化と支援 

  国県等の制度を活用し、新型コロナウイルスによる影響を受けた中小・小規模事業者の

様々な相談に応ずるため、年間を通して専門家の配置、相談の強化を推進します。 

 

２．中小・小規模事業者の強靭化に向けたＢＣＰ・事業継続力強化計画策定支援 

コロナウイルス感染症対策、予測される大規模地震や風水害をはじめとする災害時の早

期復旧による事業継続が図られるよう中小・小規模事業者のＢＣＰ事業継続力強化計画の

策定支援を行います。 

 

３．小規模事業者への経営発達支援 

経営発達支援計画に基づき、小規模事業者の戦略的で計画的な経営・事業展開を伴走

型で支援します。 

 

４．中小・小規模事業者のデジタル化・経営相談等オンライン化推進支援 

中小・小規模事業者からの相談対応、セミナーの開催等オンライン化を推進します。 

 

５．人材確保等の支援 

中小企業が必要とする多様な人材の確保を支援するため、大学生・高校生の地元就職

の促進に取り組みます。 

 

６．連携交流の推進 

交流都市・友好商工会議所・農業協同組合、大学等と連携して、販路開拓、観光交流な

どの促進を図ります。 
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＜主要事業項目＞ 

お客様に「選ばれ」る事業所づくりを支援（企業づくり） 

１．中小・小規模事業者の経営改善の推進 

（１）中小企業生産性革命推進事業の支援事業（重点） 

・部会との連携による小規模事業者が使える事業計画・補助金準備セミナーの開催 

（理財・特産業・建設業・商業部会等と連携し、リアルとオンラインのハイブリッドによる開催） 

・（ものづくり、小規模事業者持続化補助金、静岡県小規模企業経営力向上支援事業費補助金） 

申請相談・支援 

 

（２）新商品・新製品開発等の支援事業 

・経営革新等に向けた新商品・新製品開発等の個別相談支援 

 

（３）ビジネス交流支援事業（拡充） 

・人脈づくり交流会の開催（志太３市商工会議所・商工会） 

 （オンライン交流会も検討） 

 

（４）経営相談・融資相談事業（拡充） 

・新型コロナウイルス感染症対応のための経営相談会 

（税務・消費税相談、源泉納期特例相談会、年末調整相談会、確定申告相談） 

・国・県・市等の制度融資斡旋・仲介 

・小規模事業者経営改善資金の調査、審査会での調査 

・ハイブリッド型による志太経営塾事業（アフターコロナの経営） 

・青年部と相談所連携によるハイブリッド型セミナーの開催 

 

（５）高度な経営相談に対応するための専門家派遣事業 

・エキスパートバンク（専門家派遣制度）事業の実施 

（Ｚｏｏｍ等オンライン相談を含む） 

 

（６）事業再生支援事業（拡充） 

・経営安定特別相談における事業再生支援の実施/中小企業事業再構築推進支援 

（中小企業事業再構築促進支援補助金の活用を含む） 

 

 

Ｅ 
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（７）巡回による経営支援業務 

・会員事業所への巡回指導/状況に応じてオンライン対応 

 

（８）オンライン経営指導業務（拡充） 

・オンライン専門家派遣・オンライン経営相談の推進 

 

２．小規模事業者への経営発達支援 

（１）地域の経済動向の調査業務（重点） 

・四半期ごとの景況調査やＬＯＢＯ（早期景気観測）調査の実施 

・経営発達支援計画評価検討委員会の開催 

・コロナ緊急調査/必要に応じ藤枝市と連携して実施 

 

（２）経営分析、事業計画策定の支援・フォロー事業（再掲） 

・小規模事業者が使える事業計画・補助金説明会の開催 

・Ｍａｒｋｅｔ Ｐｌａｔｆｏｒｍ(マケプラ)＆Ｗｅｂレポートの導入・活用 

・事業計画策定のためのＩＴ基礎力向上セミナーの開催 

 

（３）需要動向調査支援事業（再掲） 

・四半期ごとの景況調査やＬＯＢＯ（早期景気観測）調査の実施 

 

（４）新たな需要の開拓支援事業 

・藤枝商工会議所推奨品（藤枝おみや）の認定とＰＲ 

・コンサルタントによる販売促進・販路開拓個別相談（国内・海外支援を含む） 

 

３．事業承継の促進 

（１）事業承継個別相談事業 

・中小企業診断士による個別相談 

 

（２）事業承継税制に基づく事業承継計画書の策定支援事業 

・事業承継税制に基づく事業承継計画書の策定支援 
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（３）相続対策支援事業 

・税理士等による相続対策個別支援 

 

４．中小・小規模事業者の強靭化に向けた対策支援 

（１）中小企業の事業継続力強化計画･ＢＣＰ策定支援事業（重点） 

・専門家派遣によるＢＣＰ策定フォローを実施、策定認定書の交付 

・チラシの作成による周知／個別相談会の開催 

・各組合と連携しＢＣＰの周知、個別相談会の開催、策定支援 

 

（２）小規模事業者への事業継続力強化計画の策定業務（重点） 

  ・「事業継続力強化計画」認定制度についてチラシ・パンフレットの作成による周知 

  ・事業継続力強化計画策定の必要性を啓発するセミナーの開催 

  ・専門家による策定フォロー/個別相談会の開催 

  ・災害リスクの周知・啓発「藤枝市地域災害ハザードマップ」の配布、総合防災アプリ活用 

・「静岡県防災」チラシ配布 

・各組合と連携し「事業継続力強化計画」認定制度の周知、個別相談会の開催、策定支援 

 

（３）リスクファイナンスの普及事業 

・各種保険制度の普及促進 

  ・リスクマネジメントセミナーの開催 

 

５．海外展開の推進 

（１）海外販路の開拓支援事業（台湾への販路拡大等） 

・藤枝市と連携した台湾等への販路拡大支援（オンライン商談等） 

 

（２）貿易証明書発給業務 

・原産地証明書･サイン証明書等の発給 

 

６．創業者の育成支援 

（１）事業計画策定支援事業 

・中小企業診断士・税理士等による個別相談 
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（２）生産性向上のためのＩＴ化支援事業（重点） 

・生産性向上のためのＩＴ化支援/藤枝ＩＣＴコンソーシアムとの連携による支援 

 

（３）記帳指導支援事業 

・創業者のための実務記帳講習会の開催（税理士と連携） 

 

７．新型コロナウイルス対策に関する事業 

（１）緊急経営相談事業 

・新型コロナ対応のための経営相談会 

・静岡県、藤枝市等と連携したコロナの影響調査の実施 

・補助金等申請相談、支援 

 

（２）消費喚起事業 

・コロナ対策事業実施、協力、支援 

 

地域から「喜ばれ」る魅力と賑いを創出（地域づくり） 
 

１．連携交流の推進 

（1）白山商工会議所、恵庭商工会議所、宮古島商工会議所との交流推進事業（重点） 

・連携交流の推進/Ｚｏｏｍ等を活用したオンライン会議の開催 

・白山商工会議所との交流推進事業 

 

（２）大学と連携した講座、イベント等の開催事業 

・静岡産業大学と連携した冠講座の開催（計６回） 

 

（３）海外販路の開拓支援事業（台湾キャンペーン等）（再掲） 

・海外販路の開拓支援事業（台湾キャンペーン等）の実施 

 

２．スポーツ観光･交流による地域の活性化 

（1）サッカーを活用した地域経済活性化事業 

・藤枝ＭＹＦＣ・アスレジーナ・高校・市役所サッカー部等の支援 

Ｙ 
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（２）藤枝シニア草サッカー大会藤枝商工会議所会頭杯開催事業 

・第９回藤枝シニア草サッカー大会藤枝商工会議所会頭杯の開催（９/２（木）、３（金）） 

フレンドリーマッチ（９/４（土）） 

 

（３）商工会議所青年部第２０回全国サッカー大会ＰＲ活動 

・商工会議所青年部第２０回全国サッカー大会ＰＲ活動（Ｒ５年藤枝開催） 

 

（４）各種スポーツ大会の誘致･開催等への協力 

・東京オリンピック･パラリンピック聖火リレー商店街連携応援など 

 

３．賑わいのあるまちづくりの創出 

（1）藤枝市･ＪＡ大井川･観光協会･商店街連携イベント等開催事業 

・ふじえだ産業祭の開催 

・ＪＡおおいがわとの連携事業の実施 

 

（２）中心市街地活性化事業への協力 

・藤枝市中心市街地活性化協議会の開催 

・まちづくり藤枝への支援・協力 

 

（３）商店街の課題解決支援業務 

・商店街が企画する課題解決などの勉強会、講習会開催を支援 

 

４．農商工連携等の推進 

（1）藤枝市農商工連携・６次産業化支援推進ネットワークへの参画 

（藤枝市・ＪＡ・岡部町商工会と連携） 

・農業者と商工業者のマッチングによる新商品開発・販路開拓支援 

 ・白山市・恵庭市・宮古島市との産業交流事業（観光振興委員会協力） 

 

（２）フーズ・サイエンスセンターとの連携 

・高付加価値化商品の開発・販路開拓支援 
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５．女性会活動を通した地域貢献 

（1）婚活支援事業 

・第８回出会いのパーティーの開催（リモート開催を含む） 

  

（２）社会貢献活動 

・フードバンク協力、エコキャップ・古切手の回収、寄贈 

 

人材を「育み」、生産性向上の促進を支援（人材づくり） 

 

１．人材確保等の支援 

（1）人材マッチングサポートデスクとの連携 

・人材マッチングサポートデスクと連携した人材確保支援 

 

（２）合同就職説明会等開催事業 

・志太３市合同企業ガイダンス２０２２ 

５/２６（水）、２７（木）、２８（金）開催（Ｗｅｂガイダンス） 

 

（３）地元企業魅力発見バスツアー事業(大学生対象・高校教諭等対象) 

 ・志太３市地元企業魅力発見バスツアー（バーチャルツアー） 

   

（４）藤枝型キャリア教育プログラム（高校生地元就職支援事業）への参画 

・藤枝市と連携、企業募集に協力 

・オンライン企業見学会の実施（重点）（新規） 

・インターンシップマッチング支援、事前研修会（重点）（新規） 

・地元企業魅力発見バスツアー/情報交換会の開催（重点） 

・高校校内ガイダンス支援（重点）（新規） 

 

（５）外国人技能実習生・特定技能資格者受入支援事業 

  ・相談支援/周知・情報提供 

 

２．人材育成等の支援 

（1）新入社員研修会開催事業 

Ｈ 
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・新入社員Ｗｅｂ研修会の開催/新入社員フォローアップ研修会の開催 

（２）人材育成に関する研修開催事業 

・専門家派遣による人材育成支援 

 

（３）Ｗｅｂセミナー推進事業 

・Ｗｅｂセミナーによるコンテンツ提供 

 

３．中小企業の働き方改革の支援 

（1）中小企業の働き方改革制度の普及・啓発事業 

・会員企業に対し、セミナー、パンフレット等による周知、情報提供 

 

（２）健康経営の推進事業 

・健康経営優良法人認定支援 

・藤枝市・アクサ生命と連携したセミナー・個別相談会の開催 

 

（３）会員事業所への集合形式による健康診断の実施 

 ・当所会館での会員事業所への集合形式による健康診断を実施 

 

４．産学官連携によるＩＣＴ・ＩｏＴの活用・生産性向上の推進 

（1）クラウド会計推進事業 

・中小企業のデジタル化促進セミナーの開催（部会・委員会と連携） 

  （リアルとオンラインによるハイブリッド型） 

 

（２）５Ｇ（第５世代移動通信システム）活用･スマートＩｏＴ対応支援事業（再掲） 

・中小企業のデジタル化促進セミナーの開催（部会・委員会と連携） 

  （リアルとオンラインによるハイブリッド型） 

 

（３）オンライン経営指導の推進検討 

・デジタル化推進のためのＩＴ基礎力向上セミナーの開催 

 

（４）Ｗｅｂセミナー推進事業（再掲） 

・Ｗｅｂセミナーによるコンテンツ提供 
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（５）中小企業生産性革命推進事業の支援事業 

・小規模事業者が使える事業計画・補助金セミナーの開催（部会等と連携） 

（ものづくり、小規模事業者持続化補助金、ＩＴ導入補助金）申請相談・支援 

 

５．青年部活動を通した次世代リーダーの育成 

（1）セミナー･研修会開催事業（新規） 

・強靭化に向けた BCP、事業継続力強化計画策定に向けた勉強会 

 

（２）日本商工会議所青年部が主催する研修会、ブロック大会等への参加 

・日本商工会議所青年部が主催する研修会、ブロック大会等への参加 

 会長研修会１１/１８～２０（茨木県）、関東ブロック大会１１/５～６（神奈川県）等 

 

 

会員の「頼りになる」情報と組織力を強化（基盤づくり） 
 

１．政策提言・要望活動 

（1）中小企業振興推進会議への参画 

・部会・委員会での中小企業振興施策の課題意見聴取、中小企業振興推進会議への参画 

 

（２）藤枝市への政策提言･要望活動 

・部会・委員会の要望・意見をとりまとめ藤枝市への政策提言･要望活動 

 

（３）静岡県商工会議所連合会を通した国・県への政策提言･要望活動 

・日本商工会議所・静岡県商工会議所連合会等と連携した国・静岡県への提言・要望 

 

２．会議所のＩＴ化の推進 

（1）会計・会員管理システムの改修 

・所内共有ファイルのバックアップ体制整備 

 

（２）メールネットワークの構築･活用 

・部会（正副部会長）でのメールネットワークの構築 

Ｔ 
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・会員メールネットワークの構築･推進方法の検討 

 

（３）労働保険事務組合業務のオンライン化 

・新総コンシステム利用の運用、雇用保険適用業務の電子申請 

 

（４）館内業務ＩＣＴ化に向けた環境整備 

・エコアクションを含めたペーパーレス化の推進など 

 

３．情報発信の推進（会議所の見える化） 

（1）会員に親しまれる「商工会議所ニュース」毎月発行業務 

・所内編集会議の開催  

・情報企画委員会による企画編集 

 

（２）ホームページのリニューアル（拡充） 

・リニューアルしたホームページによる充実した情報発信 

 

（３）かわら版のＥメールによる発信一元化業務 

・かわら版等情報発信の充実 

 

（４）メールネットワーク構築・活用 

・メール、ネットワーク活用の推進 

 

（５）パブリシティの推進 

・メディアへの会議所・会員記事の掲載推進 

 

４．会員増強の推進と会員組織の活動の活発化 

（1）役員・議員・金融機関等の協力を得た会員増強キャンペーンの実施 

・第２２期中期活動計画目標の２，８００会員達成のため会員増強推進 

・会員増強のための組織を編成し推進・最終目標に近づける企画推進 

 

（２）常議員会・委員会・部会・議員懇談会活動の充実 

・常議員会・委員会・部会の開催 
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・議員懇談会の開催 

 

①総務委員会 （第２２期委員長 松浦正秋） 

・第２２期中期活動計画の進捗管理 

・常議員会･議員総会上程議案に関する協議 

・会員市議会議員等との情報交換会の開催 

・連携交流の推進（白山商工会議所との交流推進事業） 

 
➁労働環境委員会 （第２２期委員長 漆畑雄一郎） 

・会員企業従業員表彰式の企画・運営 

・働き方改革関連への対応（セミナー、講演会の開催等） 

・志太３市合同企業ガイダンスへの協力 

・静岡県・経済４団体主催合同入社式の協力・支援 

・志太３市地元企業魅力発見バスツアーの支援 

 
③観光振興委員会 （第２２期委員長 佐野芳正） 

・白山市・恵庭市・宮古島市との交流 

 
④情報企画委員会 （第２２期委員長 鈴木寿幸） 

・会報編集会議を毎月開催 

・県広報コンクールへの出品 

・効果的なＷｅｂでの情報発信について検討 

 
⑤地域振興委員会 （第２２期委員長 杉山茂範） 

・藤枝市中小企業振興推進会議で挙げられたテーマについての意見集約・深堀り 

・中小企業のデジタル化促進セミナー 

・SDGs に関する情報交換 

 
⑥商業振興委員会 （第２２期委員長 島村武慶） 

・中心市街地の活性化に関する調査研究 

・藤枝商工会議所推奨品「藤枝おみや」の販路拡大のための調査研究  

・スポーツイベントに関わる調査研究 

・サッカーによる賑わいづくりに関わる調査研究 

 
⑦工業振興委員会 （第２２期委員長 桑原 茂） 

・中小企業のデジタル化促進セミナー 

 
⑧商業部会 （第２２期部会長 鈴木良夫） 

・中小企業が使える補助金・助成金活用セミナーの開催 

 
⑨サービス･観光部会 （第２２期部会長 中山恵喜） 

・コロナ対策の理解を深める勉強会の開催 
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➉建設業部会 （第２２期部会長 池谷侑治） 

・中小企業が使える補助金・助成金活用セミナーの開催 

 

⑪工業部会 （第２２期部会長 藁科昌夫） 

・中小企業のデジタル化促進セミナー 

 

⑫交通運輸部会 （第２２期部会長 西村茂樹） 

・秋の全国交通安全運動に併せた交通安全パレードの実施 

 

⑬情報文化部会 （第２２期部会長 神戸一朗） 

・セミナーの開催 

 

⑭特産業部会 （第２２期部会長 鈴木雅雄） 

・中小企業が使える補助金・助成金活用セミナーの開催 

 

⑮理財部会 （第２２期部会長 佐塚 諭） 

・中小企業が使える補助金・助成金活用セミナーの開催 

 

（３）青年部・女性会活動への支援 

①青年部 （会長 寺田卓正） 

・会員総会、役員会との意見形成を図り、６委員会により事業を展開 

・定例会の開催 

・藤枝シニア草サッカー大会への協力 

・令和３年度静岡県商工会議所青年部連合会事務局 

 

②女性会 （会長 青島以津子） 

・令和３年度静岡県商工会議所女性会連合会事務局 

・婚活パーティーの開催 

・会員拡大の推進 

・社会貢献活動の実施 

・藤枝シニア草サッカー大会への協力 

 

５．共済・資格取得等を通じた収益事業の拡充・強化 

（1）各種保険制度（共済・労働保険・損保）の普及・提供 

・労働局、アクサ生命、各損害保険会社と連携し各種保険制度の普及促進 
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（２）検定試験の開催・普及 

・日本商工会議所主催の簿記、珠算、暗算検定（全国統一ペーパー試験）の実施。 

簿記団体試験（出前試験）の対応。 

 
・ネット試験となる日本商工会議所主催の簿記・リテールマーケティング(販売士)検定実施可能試

験会場の開拓 

 
・ネット試験となる東京商工会議所主催の６検定（環境社会（ｅｃｏ）・カラーコーディネーター・ビジネ

ス実務法務・福祉住環境コーディネーター・ＢＡＴＩＣ（国際会計）・ビジネスマネジャー検定試験）

への対応、普及ＰＲ 

 

６．エコアクション２１の推進 

（1）二酸化炭素排出量の削減 

・二酸化炭素排出量の削減に関する利用手順等の整備 

・会館の設備更新（会館４階螺旋階段照明ＬＥＤ化、トイレ内手洗い水栓の自動化など） 

 

（２）廃棄物排出量の削減 

・リサイクルの推進 

 

（３）会員への環境に配慮した設備導入に係る支援策の情報発信 

・国・県・市等で活用できる補助施策等の情報発信 

 

（４）会員へのエコアクション２１に関する取組推進のための情報発信 

・藤枝市と連携したエコアクション２１個別相談会の開催（オンライン又は個別対応） 

・省エネ対策相談・支援 

 

７．会議所の強靭化対策の推進 

（1）小規模事業者への事業継続力強化支援計画の策定業務 

・藤枝市と連携した小規模事業者への事業継続力強化支援計画の進捗管理 

 

（２）会議所ＢＣＰの遵守 

・更新したＢＣＰの内容遵守/各種訓練の充実 
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・ＡＥＤ使用訓練の実施 

（３）防災･減災･防犯に対応した設備･備蓄用品等の整備 

・備蓄用品の管理・補充 

 

８．会員交流・福利事業の推進 

（1）会員交流会の開催 

・会員交流会の実施 

 

（２）会員福利事業の開催 

・会員の交流を図るため共済還元事業（ゴルフ大会、ボウリング大会、お楽しみツアー）の実施 

 

（３）会員事業所への集合形式による健康診断の実施（再掲） 

・当所会館での会員事業所への集合形式による健康診断を実施 

 

（４）生命共済「ナイス共済」の加入促進事業 

・１年を通しての推進計画を立て基本共済への加入推進を図る 

 

（５）労働保険への加入促進事業 

・未手続事業所への加入勧奨 

 

９．職員体制の充実と働き方改革の推進 

（1）事務の効率化 ・残業の軽減 ・有給休暇の計画的取得の推進 

・先進事例研究 

 

（２）健康経営の推進 

・健康経営優良法人の認定取得 

 

（３）職員の計画的採用及び定着化 

・職員の計画的採用及び定着化 

 

１０．職員のスキルアップ向上 

（1）職員の資格取得･検定合格の支援 
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・法定経営指導員･全職員の日商簿記３級･ニュース時事能力検定準２級取得など 

（２）全職員自己研鑽目標の設定･実行 

・全職員自己研鑽目標の設定･実行 

 

（３）オンライン研修の受講 

・オンライン研修の受講 

 

（４）日本商工会議所等が主催する研修会への参加 

・日本商工会議所等が主催する研修会への参加 

以上 
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