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令和 3 年度事業計画 

 

甲府商工会議所は明治１２年（１８７９年）１０月に設立され、１４１周年を迎えました。

この間、社会情勢や経済環境等の変化による幾多の困難にも、歴代の正副会頭・議員の皆様

の英知と行動力によりこれを乗り越えてまいりました。 

 しかし、昨年度は当所の長い歴史の中において初めての経験となる新型コロナウィルス感

染症という目に見えないウィルスとの戦いに終始し、特に４月は全国に緊急事態宣言が発令

されるなど、その後の日本の社会経済活動に大きなダメージを与えました。当所の景況調査

においても、２００８年のリーマンショック時の業況 DI▲７２．３に対し、昨年４・５月

期の業況 DI▲８３．５とリーマンを大きく超える最悪の経済状況となりました。 

当所としては、永続的な維持・拡大がなければ地域社会は疲弊してしまうという考えのも

と、地域中小企業が今後も事業を継続し雇用維持と地域社会に貢献し続けることができるよ

う、県や市への要請は勿論、日本商工会議所を通じて国への支援要請を続けてまいります。

同時に当所では、個々の事業者が自らの努力により生産性向上のための経営改善・強化・変

革を図って行けるよう中小企業者に対し従前以上に寄り添いながら支援をしてまいります。 

 長期化しているコロナ禍克服の最大の対策は「感染拡大を最小限に抑えつつ、社会経済活

動を最大限に活発化させていく」両立環境の整備であります。 

令和３年度は信玄公が誕生して５００年を迎えるという明るい話題もあります。甲府商工

会議所は進藤会頭を先頭に役員・議員、会員、そして職員が一丸となり、地域をリードする

総合経済団体として、昨年度に引き続き「共生と創出」をスローガンに「地域経済の活性化」

と「中小企業の活力強化」に向け活発な事業展開を図ってまいります。 

 甲府商工会議所は日本商工会議所そして全国５１５商工会議所と連携し、社会経済活動を

支える「エッセンシャルワーカー」として、このコロナ禍にあっても地域中小企業者の拠り

所となるよう尽力してまいります。 

 

【重点項目】 

・新型コロナウィルス感染症への対応 

・信玄公生誕５００年への対応 

・生産性向上による中小企業の経営力強化の支援 

・商工会議所のブランド力向上による組織力と財政基盤の強化 
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［事 業 項 目］ 

Ⅰ 商工会議所の機能及び運営基盤の強化 

１．会議所運営に関する事業 

（１）会議 

①議員総会・常議員会 

②正副会頭会議 

 ③監査会 

④その他の会議 

（２）部会（卸売商業・小売商業・工業・建設・理財・文化・水晶宝飾・観光運輸） 

①部会員対象事業 

②意見活動 

③議員・評議員合同懇談会 

④議員懇談会 

⑤正副部会長会議 

（３）委員会（運営・地域活性化・環境問題・中小企業・ものづくり・労働） 

     ①研究と提言 

     ②正副委員長会議 

     ③会頭・委員長会議 

（４）評議員 

 ①議員・評議員懇談会                   

②全体交流会の開催 

（５）連携 

①日本商工会議所・関東商工会議所連合会・各地商工会議所との連携 

②行政・各種経済団体との連携 

 ⅰ静岡市・甲府市連携交流会議 

 ⅱ各種審議会・委員会への参加・委員の推薦 

（６）創立１４２周年記念事業 

①記念式典の開催（１０月１３日開催）  

ⅰ会議所事業協力功労者表彰 

         ⅱ創業記念会員事業所表彰（創業５０年、７５年、１００年、その他） 

     ②記念事業 

      ⅰ記念講演会並びに会員交流会 

   （７）役員・議員・職員等の表彰 

①甲府商工会議所会頭表彰 

 ⅰ役員・議員表彰 

ⅱ職員永年勤続表彰 

②日本商工会議所・関東経済産業局表彰の推薦 
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 ⅰ役員・議員表彰 

ⅱ職員永年勤続表彰 

（８）第１０２回優良社員表彰式（１０月１３日開催） 

（９）その他 

  ①役員、議員、職員が一丸となった会員増強活動の推進 

②特定商工業者法定台帳の作成と管理運用 

  ２．政策提言など意見活動の積極的展開 

     （１）地域開発・活性化、中小企業対策 等 

     （２）税制改正 

     （３）その他 

      ⅰ知事・市長との懇談会 

      ⅱ行政幹部との懇談会 

  ３．山梨県商工会議所連合会の運営 

      （１） 総会 

      （２） 職員研修 

      （３） その他 

 ４．その他の事業 

     （１）新年祝賀互礼会(１月５日) 

     （２）献木祭(４月３０日) 

     （３）姉妹商工会議所、県・市の友好都市等との交流 

    🈟①韓国清州商工会議所姉妹締結 30周年事業の実施 

    （４）団体の運営 

     ①女性会 

     ②青年部 

     ③議員交流団体（新緑会・平成相生会・石垣クラブ） 

     ④水曜会・その他 

    (５) 会員サービス事業の実施 

     ①その他会員サービスに関する事業 

 

🈟Ⅱ 新型コロナウィルス感染症への対応 
１．深刻な影響を受けた業界への支援 

２．新たな生活様式に対応した事業の実施 

 （１）ＩＴを活用した非対面ビジネスへの対応 

 （２）会員事業所へのコロナ支援サービスの実施 

 （３）新たなビジネスモデル構築のための研究会の設置 
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Ⅲ 魅力ある地域の創出  

<都市基盤整備の推進> 

１．高速交通網の早期整備・渋滞対策の推進 

（１）リニア中央新幹線 

①リニア中央新幹線建設促進山梨県経済団体協議会 

     ②リニア中央新幹線建設に伴う経済効果推進協議会 

③リニア中央新幹線建設促進経済団体連合会 

（２）中部横断自動車道 

中部横断自動車道経済懇談会 

（３）中央自動車道 

      中央自動車道渋滞対策沿線経済団体協議会 

   （４）中央東線の高速化 

<地方創生の推進> 

🈟１．信玄公生誕５００年への対応 

   （１）事業検討委員会・企画委員会 

   （２）記念事業の実施 

   （３）行政が立ち上げた組織との連携・協働 

   （４）その他 

  ２．働き方改革の普及と人材確保と育成 

   （１）働き方改革関連法への対応及び労働行政への意見要望の実施 

   （２）人材確保と育成に関する事業の実施 

①学食における学生と採用担当者とのマッチング事業“モグジョブ”の実施 

②合同就職説明会の開催 

  🈟（３）国内在留の外国人留学生・技能実習生等の現状把握と県内企業への就職促進に

向けた環境整備の取り組み（行政への要望等含む） 

   （４）人材確保・就職支援のための情報収集・発信  

   （５）女性活躍推進セミナーの実施  

   （６）関係団体との連携 

３．地域資源活用による地域づくり 

   （１）地域資源を活用した農業や観光など新たな事業参入・創業への対応 

  ４．山梨県・甲府市の地方版総合戦略への協力 

<産業の振興>  

１. 地場産業の振興に関する事業 

（１）地場産業のブランド確立に関する事業 

     ①山梨ジュエリープロジェクトへの支援 

②山梨ワイン海外輸出プロジェクトへの支援 

③山梨の地酒東南アジア輸出プロジェクトへの支援 

   （２）宝飾産業の活性化に関する事業 
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    🈟①ジュエリーウィーク等“ジュエリーの日”関連事業への支援 

②その他水宝協・ジュエリー業界主催事業への支援 

   （３）その他の地場産業の支援 

①県産酒を推進する飲食店でのＰＲイベントの実施 

②よっちゃばれ甲府との連携 

③その他 

 ２．企業の海外取引の支援 

   （１）ＪＥＴＲＯ山梨貿易情報センター・金融機関との連携 

     ①定期情報交換会 

     ②個別相談への対応 

③貿易実務セミナーの開催、情報提供の実施等 

④ジェトロ情報の当所会報による情報提供 

３.その他企業の成長支援に関する取り組み 

 <まちづくり・観光の推進> 

   １．甲府中心市街地の魅力化・活性化の推進 

   （１）イベント等の魅力化と積極的展開 

①第 87回甲府えびす講祭り同時開催イベントの実施 

②甲府駅南口イルミネーション事業の実施 

③甲府ジャズストリート事業の実施 

④小江戸甲府の夏祭りと連携したイベントの実施 

⑤桜座を活用したイベントの実施とＰＲ 

⑥その他中心市街地活性化イベントの実施 

   （２）商店街並びに個店の育成支援 

     ①甲府まちゼミ事業への支援 

     ②商店街が行う活性化事業への支援（周辺商店街含む） 

     ③まちづくり・環境・子育て支援活動団体等への支援 

   （３）ＬＬＣまちづくり甲府と連携した事業の実施 

     ①甲府市中心市街地活性化協議会 

     ②甲府城周辺エリア整備計画と連携した事業の研究と実施 

    🈟③エリアマネジメント協議会の研究 

     ④ＬＬＣまちづくり甲府への支援 

（４）文化・歴史の活用 

① 甲府城などまちづくりに関連した甲府の歴史・文化のＰＲ 

② 柳町大神宮祭への参加・協力 

（５）県産酒と連携した中心市街地活性化 

①県産酒取扱店ポータルサイト「ｎｏｍｕcａ」の拡充 

   （６）大型店との情報共有と連携 

①中心市街地大型店企画担当者連絡会議 
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🈟②大型店と連携したチャレンジショップ事業の実施 

    🈟③ヨドバシカメラオープンに伴う情報共有とオープン後の連携強化 

   （７）行政・関係団体との連携 

  ２．甲府地域を中心とした山梨県内への観光客誘致 

  （１）新しい観光都市づくりへの取り組み 

     ①上田・上越商工会議所との連携交流 

（２）県内の観光客誘引に関する事業 

①商工会議所ネットワークを活用した観光情報の発信と誘客促進 

②食をキーワードにした新たな観光施策の普及 

  （３）マンガ・アニメ、映画のロケ地等を活用した観光・まちづくりに関する事業 

    ①アニメツーリズム協会と連携した事業の研究と実施 

    ②山梨マンガ・アニメプロジェクト推進協議会 

     ③甲斐マンガ塾の開催 

（４）先進地域等からの情報収集 

    ①日本商工会議所観光振興大会への参加 

  （５）東京五輪効果を活用した県内観光の推進 

（６）やまなし観光推進機構、観光団体等との連携 

（７）やまなしギフトコンテスト事業への支援 

 （８）おしぼりタクシープロジェクトへの協力 

（９）観光情報の発信 

      

<ものづくりの活性化> 

  １．ものづくり企業の人材育成・採用等に関する事業 

   （１）工業系高校等就職指導担当者とものづくり企業との情報交換会の開催 

   （２）ものづくり企業のためのインターンシップ導入セミナーの開催 

２．機械電子工業関係との連携 

     （１）山梨テクノＩＣＴメッセへの出展 

    （２）その他連携・支援 

３．成長産業の育成・支援に関する取り組み 

    (１)研究機関等との連携拡大 

    (２)医療・介護・福祉関連ものづくり支援事業 

     ①医療関連ものづくり交流会 

    🈟②メディカル・ディバイス・コリドー推進センターとの連携 

４．取引拡大への支援 

   （１）各種展示会等への出展支援 

①日商・東商との連携よる展示会等への出展 

(しごと発掘市・feelNippon・うまいもんマルシェ等) 

②各種展示会への参加・支援 
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  （２）首都圏・近県での地場産業・観光のＰＲ 

   （３）風林火山ビジネスネットへの参加 

   （４）ザ・ビジネスモールの活用  

（５）取引の斡旋・仲介  

  （６）貿易関係証明に係る事業 

   🈟①発給業務の電子化への取り組み 

５．ものづくりへの支援 

🈟（１）ものづくり企業巡回アドバイス事業の実施 

 （２）産学官の連携促進 

   （３）新製品開発への支援・協力 

 

Ⅳ 環境問題への対応 

  １．地球温暖化防止の推進 

   （１）会員企業における省エネ推進の普及啓発 

   （２）事業所紙ごみリサイクル事業の推進 

２．委託事業の実施 

   （１）汚染負荷量賦課金の申告に係る事業 

   （２）改正容器・包装リサイクル法に基づく再商品化に係る事業 

 

Ⅴ 調査・広報 

  １．調査に関する事業 

（１）ＫＯＦＵ ＣＣＩ ＬＯＢＯ調査 

     （２）日商ＬＯＢＯ調査 

     （３）中小企業景況調査 

     （４）地域・企業に与える影響と対応に関する調査 

   （５）初任給調査 

   （６）その他の調査 

   ２．広報に関する事業 

     （１）甲府商工会議所だよりの発行及び電子版の配信 

   （２）マスメディアの活用 

    （３）ホームページのセキュリティ及び情報発信の強化 

   （４）ＳＮＳ・メールマガジン等の情報発信の強化 

（５）会員企業ビジネスＰＲ便の発行 

（６）ビジネスＰＲ便ワイド（静岡・八王子商工会議所との連携）の普及 

     （７）その他広報活動 
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Ⅵ 各種検定試験・講習会の実施  

１．日本商工会議所検定 

   （１）簿記 （２）リテールマーケティング(販売士)-Web 検定（３）珠算  (４)そ

の他の検定-Web検定(ＰＣ、ビジネスキーボード、電子会計実務、キータッチ、日

商ビジネス英語、日商プログラミング) 

🈟２.東京商工会議所検定(Web検定) 

(１)カラーコーディネーター（２）ビジネス実務法務（３）福祉住環境コーディネ

ーター (４）国際会計(BATIC）（５）環境社会(eco) (６)ビジネスマネージャー 

  ３．検定試験関連講習会 

   （１）販売士養成講習会への協力 （２）販売士資格更新講習会への協力 

    ４．受験者増加に関する取り組み 

🈟５. 合格者台帳の電子化に関する取り組み 

 

Ⅶ 外郭団体等の運営・協力 

１．当所事務局による運営団体 

（リニア協議会等事業推進による団体は、事業項目内に掲載） 

（１）やまなしブランドみやげ品協会 

①試買検査 

②認定審査会 

③やまなしギフトコンテスト 

🈟④全国観光土産品公正取引協議会(令和 4年度)全国大会の準備 

（２）山梨県品質管理研究会 

①ＱＣ友の集い 

②品質管理基礎セミナー 

（３）日本珠算連盟山梨県支部 

      ①競技大会 

     ②各種検定 

🈟③全関東珠算懇談会の開催(9月) 

（４）山梨青年工業会・青工会シニアクラブ 

      ①青少年モノづくり体験教室 

  ２．その他事務局受託団体 

     （１）(公財)日本電信電話 ユーザ協会山梨支部 

   （２）山梨県自衛隊退職者雇用協力会 

 

 


