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平成３０年度事業計画（案） 

 

甲府商工会議所は明治１２年１０月に設立され、本年１０月に１３９周年を迎えます。 

今後も地域総合経済団体である甲府商工会議所の持続的な発展の為、役員・議員・会員各

位のご協力を頂きながら、一丸となって地域経済の発展に取り組んでまいります。  

本年度のキーワードは、現体制二年目となることから、引き続き「連携と協働の深化」を

継承してまいります。 

会員企業をはじめ行政や様々な機関との有機的・効果的連携を深め、商工会議所の基本理

念であります「地域経済の活性化」と「中小企業の活力強化」に積極的に取り組んでまいり

たいと考えております。 

「魅力ある地域づくり」として、平成３１年(2019 年)の「こうふ開府５００年」に向け、

当所記念事業の準備・実施並びに甲府市実行委員会等との連携を更に深化させ、県都「甲府」

を全国に発信してまいります。また、山梨県や甲府市の「地方版総合戦略」への連携・協働

を更に進めてまいります。 

「魅力ある企業づくり」については、人手不足の解消、事業の効率化、経営の高度化に向

けたＩＴ、ＩｏＴの推進や人材確保支援を国や関係各所と緊密に連携し後押ししてまいりま

す。 

創業を志す方々へは引き続き親身に支援してまいりますが、特に本年度は「事業承継」に

対する経営者層の早期・計画的取り組みへの啓発並びに具体的支援に注力してまいります。 

 平成３０年度も引き続き会員の皆様や地域から信頼される商工会議所として、山梨・甲府

の元気創出に邁進してまいります。 

 

今年度は下記５項目を重点事業としました。 

［重 点 事 業］ 

 

1.こうふ開府 500年を見据えた環境整備の推進 

2.会員交流の推進と会員サービスの強化 

3.働き方改革と人手不足への対応 

4.事業承継対策の推進 

5.組織基盤・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顧問との懇談会 

⑤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・評議員懇談会への出席                   

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甲府・八王子･相模原商工会議所連携交流会議 

 ⅲ各種審議会・委員会への参加・委員の推薦 

（６）創立１３９周年記念事業 

①記念式典の開催（１０月１２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） 

     ②記念事業 

    ○新③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 



- 4 - 

 

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 

 ⅰ役員・議員表彰 

ⅱ職員永年勤続表彰 

（８）第９９回優良社員表彰式 

（９）その他 

①特定商工業者法定台帳の作成と管理運用 

   ２．政策提言などの意見活動の積極的展開 

     （１）基盤整備事業 

     （２）中小企業対策 

     （３）地域経済の活性化策 

     （４）税制改正 

     （５）その他 

      ⅰ知事・市長との懇談会 

      ⅱ県・市の部局長との懇談会 

  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 

     （２）献木祭 

     （３）姉妹商工会議所、県・市の友好都市等との交流 

        ①水戸商工会議所  

②韓国清州商工会議所 

③成都市等  

○新④東京五輪に伴う山梨県内合宿国との交流(フランス) 

    （４）団体の運営 

     ①新緑会・平成相生会・石垣クラブ 

     ②水曜会 

    (５) 会員サービス事業の実施 

     ①婚活事業 

     ②その他会員サービスに関する事業 

Ⅱ 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 
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     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 

④リニア中央新幹線沿線４商工会議所懇談会 

（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．山梨県・甲府市の地方版総合戦略への協力 

  ２．こうふ開府５００年、信玄生誕５００年に向けた事業の検討・実施 

   （１）事業検討委員会・企画委員会  

   （２）記念事業の実施 

    ○新①武田信虎公に関する事業(像の設置・報恩供養・人物紹介) 

     ②女性会などその他主催事業 

    ○新③幕絵を活用したイベントの実施 

   （３）甲府市実行委員会との連携・協働 

   （４）その他 

  ３．働き方改革と人手不足対策 

   （１）人事・労務担当者の組織化・セミナー開催などによる情報発信 

   （２）人手不足に対する事業実施 

   （３）高齢者・女性・外国人・留学生などの活用支援並びに調査研究 

   （４）関係団体との連携 

４．地域資源活用による地域づくり 

   （１）「地域資源活用計画」認定サポートなど伴走型支援 

   （２）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 

<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山梨のジュエリーKoo-fuプロジェクトへの支援 

②甲州ワイン“世界”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 

①産業の歴史に関する広報活動 

②ジュエリーミュージアムの活用 

     ③信玄公祭り「輝きの祭典大宝飾展」の開催 

     ④甲府ジュエリーファクトリーセールへの協力 

     ⑤やまなしミネラル＆ジュエリーショー開催への協力 
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      ⑥組合主催事業への支援 

   （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．第２期甲府市中心市街地活性化基本計画認定事業への対応・協力 

   （１）会議所が行う事業 

     ①甲府ジャズストリート事業  

    （２）ＬＬＣまちづくり甲府に委託して行う事業 

     ①桜座・銀座街の駅 

     ②甲府市中心市街地活性化協議会 

   （３）他組織が主体となって行う事業への協力 

   （４）甲府市が行う事業への協力 

２．中心商店街の魅力化・活性化の推進 

（１）甲府城南側エリア整備への対応 

（２）甲府城復元・整備への対応 

（３）文化・歴史の活用 

① 甲府(盆地)の歴史・文化のＰＲ 

② 柳町大神宮祭への参加・協力 

   （４）イベント等の魅力化と積極的展開 

① 第 84回甲府えびす講祭り同時開催イベントの実施 

 ②えびす講祭りに関する魅力化の研究    

③甲府駅南口イルミネーション事業の実施 

○新④小江戸甲府の夏祭りと連携したイベントの実施 

（５）県産酒と連携した中心市街地活性化 

①県産酒取り扱い店ポータルサイト「ｎｏｍｕcａ」の拡充 

   （６）中心市街地大型店企画担当者連絡会議 

   （７）行政・関係団体との連携 

（８）周辺商店街活性化事業への支援・助成 

（９）まちづくり・環境・子育て支援活動団体等への支援 



- 7 - 

 

  ３．マンガ・アニメを活用した地域活性化の推進 

○新（１）アニメ・実写映画等のロケ地と地場産品を活用した観光商品開発事業の実施 

（２）第２回甲斐マンガ塾の開催 

（３）アニソンコンサートなどマンガ・アニメを活用したイベントの実施 

（４）山梨マンガ・アニメプロジェクト推進協議会 

４．甲府盆地への観光客誘致 

  （１）新しい観光都市づくりへの取り組み 

① 地域の特性を活かした観光地のＰＲ 

    ○新②上田・上越商工会議所との連携交流 

      ・３地域連携による“必勝祈願の旅”の商品化に向けた研究 

（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研究 

○新・県産食材をキーワードにした食のコンテストの実施 

    ③県内事業所との連携 

 ５．甲府中心市街地への観光客誘致 

  （１）フットパス事業等の実施 

  （２）インバウンド観光の推進 

（３）やまなし観光推進機構、観光団体等との連携 

（４）やまなしギフトコンテスト事業への支援 

 （５）おしぼりタクシープロジェクトへの協力 

（６）観光情報の発信 

○新（７）レトボンの観光運行への協力 

      

<ものづくりの活性化> 

１．県内大手企業・地域貢献企業・中堅成長企業等との交流 

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 

      ・医療関連ものづくり交流会の運営 

４．取引拡大への支援 

   （１）各種展示会等への出展支援 

①ザ・商談！し・ご・と発掘市への参加 

②各種展示会への参加・支援 

   （２）風林火山ビジネスネットへの参加 
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   （３）ザ・ビジネスモールの活用  

（４）甲府・八王子・相模原商工会議所による販路拡大の研究 

（５）取引の斡旋・仲介  

  （６）首都圏・近県での地場産業・観光のＰＲ 

  （７）ＪＡＮコードに係る事業 

   （８）貿易関係証明に係る事業 

５．ものづくりへの支援 

 （１）産学官の連携促進 

   （２）新製品開発への支援・協力 

Ⅲ 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 

 

Ⅳ 調査・広報 

  １．調査に関する事業 

（１）ＫＯＦＵ ＣＣＩ ＬＯＢＯ調査の実施 

     （２）日商ＬＯＢＯ調査の実施 

     （３）中小企業景況調査の実施 

     （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会議所だより電子版の配信 

   （２）マスメディアの活用 

    （３）ホームページによる情報発信の強化 

   （４）メールマガジンによる情報提供 

（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 

Ⅴ 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) （３）珠算  

    (４)その他の検定（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） 
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２．東京商工会議所検定 

（１）環境社会(ｅｃｏ) （２）福祉住環境コーディネーター （３）ビジネス実務 

法務 （４）カラーコーディネーター 

  ３．検定試験関連講習会 

   （１）販売士養成講習会(学校との共催) （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  

 

Ⅵ 外郭団体等の運営・協力 

１．当所事務局による運営団体（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 

（２）山梨県品質管理研究会 

①品質管理基礎セミナー 

②ＱＣ友の集い 

（３）日本珠算連盟山梨県支部 

     ①そろばんコンクール 

    ②珠算検定・暗算検定 

（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 

（５）山梨県貿易振興協議会 

①貿易に関する研修会の開催 

 

  ２．その他協力団体 

  （１） やまなし産業情報交流ネットワーク(IIEN.Y) 

    （２）(公財)日本電信電話 ユーザ協会山梨支部 


