
 

 

 

 

平成２６年度事業報告書 

【 概 要 】 



重重点点事事業業報報告告  

  

 

 

１．小規模企業の持続的な経営に向けた支援の推進 

  小規模企業振興基本法の制定を見据え、個々の小規模企業の持続的な経営を支援する以下の施

策を全国の商工会組織をあげて推進した。 

 

（１）経営計画の作成支援（セミナー、相談会） 

小規模企業が自社の経営環境を理解し、持続的な経営に向けた経営計画の策定を促進するた

め、商工会・商工会連合会によるセミナー・相談会を開催した。 

 

＜開催実績＞ 

・経営計画作成支援事業 

全国の商工会・商工会連合会で経営計画策定のためのセミナーを559回開催 

セミナー述べ受講者17,231人 個別相談実施延べ人数4,603人 

 

・青年・女性事業者等活性化セミナー事業 

 全国の商工会で若手経営者・女性経営者等向けのセミナーを465回開催 

   セミナー述べ受講者19,255人 

 

（２）創意工夫による販路開拓等の取組みの支援（事業費補助、専門家派遣） 

   経営計画に基づき商工会と一体となって行う小規模企業の地道な販路開拓（創意工夫による

売り方やデザインの改変等）などの取組みを「小規模事業者持続化補助金」の交付に及び「専

門家派遣」制度の活用を通じて支援した。 

  ＜支援実績＞ 

   ・小規模事業者持続化補助金   

一次採択 2,138件 二次採択 7,694件 合計 9,832件 

・専門家派遣 

【経営計画策定支援】 

商工会 1,257件、商工会議所 1,021件 合計 2,278件 

 【補助金申請サポート】 

  利用件数 565件、登録専門家数数：376人 

 

２．小規模企業振興基本法制定を踏まえた小規模企業や地域に対する支援策等の実現 

  商工会の長年の活動が実り、「小規模企業振興基本法（小規模基本法）」が平成26年6月20日

に国会成立、6月27日に施行された。10月3日には、小規模基本法に定める小規模企業振興基本

計画が閣議決定された。また、「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

（小規模支援法）」が、平成 26年9月26日に施行され、同日基本指針が公表された。 

Ⅰ 小規模企業振興基本法に基づく支援施策の強力な推進 



  小規模二法成立を受けて、以下に掲げる支援策等の実現を目指し要望を強化するとともに、国

及び都道府県の中小・小規模企業支援体制の強化・拡充を図る観点から、全都道府県・市町村に

おける「小規模企業振興条例」の制定を促進した。 

  また、小規模企業振興基本法の制定を踏まえ、以下に掲げる要望活動を強化した。 

 

【税制面での支援】 

  〇小規模企業の事業環境整備のための税制改正 

    法人税全体の見直しが議論されている中で、中小法人の軽減税率を現行の15％から引下げ

るとともに、小規模法人については、更なる特段の軽減措置を講じること。また、厳しい経

営を強いられている個人事業主に対しても、純損失の繰越期間の延長や控除の拡充等の手厚

い支援策を実施すること。 

 

【事業承継及び起業・創業に対する支援】 

  〇事業承継（後継者）対策の充実 

    小規模企業の事業承継を支援するため、後継者がいない企業と企業の後継を目指す者のマ

ッチングを図る「後継者マッチング事業」と、企業に入った後継者候補に対しＯＪＴを行い

つつ、ＯＦＦ-ＪＴや専門家による指導を受けながら、後継者として育成する仕組みに対する

助成制度を創設・拡充すること。 

 

  〇起業・創業支援施策の拡充 

    国費による創業支援担当指導員の設置や、創業後の一定期間における法人税・所得税の免

除または軽減措置を講じるなど開業率を高める支援策を充実させること。 

 

【販路開拓支援の強化】 

◯「地産地販」による販路開拓の継続的支援制度の創設 

商工会のネットワークを最大限活用しつつ、集客力の高い場所に常設の地域アンテナショ

ップ（地域共同販売拠点）を設置し、地産地販を行うための販路開拓を継続的に支援するた

めの施設整備・立ち上げ時運転費用等を補助する制度の創設を要望すること。 

要望の結果、平成26年度補正予算において小規模事業者支援パッケージ事業「国内共同販

売拠点整備事業（施設整備型）」が創設された。 

 

【政策金融の抜本的拡充】 

  〇「マル経制度」の抜本的拡充 

    信用力の乏しい中小・小規模企業の切実なニーズに応えられるよう、新たな、より限度額

の大きな制度を創設するとともに、現行のマル経制度についても、拡充措置の延長、金利の

一層の引下げ、推薦手続の簡素化、事故改善措置の見直し、貸付対象者の人数要件の緩和な

ど運用面での改善を図ること。 

    要望の結果、平成 27年度当初予算において、経営発達支援計画の認定を受けた商工会等の

推薦により、一定の要件のもと、7.2 千万円を限度に低利で融資を行う「小規模事業者経営

発達支援融資事業」が創設された。 



  〇地域発新事業展開支援施策の充実 

    地域発新事業の創出による地域活性化を目指し、全国に支店網を構築する日本政策金融公

庫に出資業務を付与し、商工会や地域民間ＶＣ（ベンチャーキャピタル）と連携した展開を

支援すること。 

    また、地域の起業・創業を促すため、無担保・無保証の新創業融資制度の限度額を拡充す

るとともに、創業向け融資制度の金利を引下げること。 

 

【地域コミュニティ維持・活性化への取組みに対する支援の強化】 

  〇地域コミュニティ維持・活性化に資する人材育成及び事業の実施 

    地域経済の疲弊は小規模企業の経営環境の悪化に直結し、小規模企業の振興と地域の発展

は密接不可分な表裏一体の関係にある。このため、地域課題解決型事業（儲かる地域づくり）

の創出及び事業が軌道に乗るまでの立ち上がり時（初期段階）における支援策を講じること。 

要望の結果として、平成 26 年度には地域内資金循環等新事業開発検討事業（＠200 万円 

452 商工会等を採択）を実施、商工会・商工会連合会に対して各地域における事業立上げを

支援した。また、地域課題解決型事業を実施する地域コーディネータ人材を育成するため、

経営指導員や地域事業者等を対象とした、次世代地域リーダー塾を開催した。 

  

  

  

  

１．中小・小規模企業の新商品開発から販路開拓までの一貫した支援の実施 

  第一次産業との連携（農商工連携・六次産業化）を踏まえた新製品開発・観光開発や、

地域の課題を解決するためのコミュニティビジネス創設支援事業等を行う「小規模事業

者地域力活用新事業全国展開支援事業」を実施した。 

  また、地域力活用市場獲得等支援事業を活用し、国内外の販路開拓について、展示販

売・商談会の開催等による支援を行った。 

  さらに、平成25年度に構築した「ＥＣサイト」の普及推進を図り、地域の「新たな一

品」を積極的に消費者にＰＲ・販売し、地域と消費者を結ぶ新しい販売チャネルの構築

を推進した。 

・支援企業数： 1,703事業者 

・商品応募数： 7,385商品 

 

２．小規模企業の経営基盤の強化と生産性向上の支援のための情報化の推進 

  財務や販売等の経営データの管理分析による小規模企業の経営基盤強化及び経営データ保全

を実現する「ＩＴクラウドを活用した中小企業経営基盤強化事業」を推進した。 

  また、経営指導の質的向上を目的として、商工会地域の中小・小規模企業の経営情報等を集約

した「小規模事業者統合データベース」の構築を行なった。 

  加えて、全国の経営指導員等が活用する情報入力端末としてタブレット端末の機種選定を行い、

全国の経営指導員等を対象に約5,000台を配付した。 

 

Ⅱ 中小・小規模企業の活力再生に向けた支援の強化 



３．中小・小規模企業が取組む経営革新及び起業・創業の支援 

  「中小企業・小規模事業者ワンストップ総合支援事業」を通じた専門家派遣や「よろず支援拠

点」を活用した企業の経営革新支援を強化するとともに、「地域創業促進支援事業」を活用し、地

域プラットフォームに参画している商工会・県連が実施する起業・創業支援を推進した。 

  また、ブロック別の「先進事例普及研修会」を通じ、本事業の活用をはじめ企業支援の先進的

な事例の周知・普及等により都道府県連等を支援することで、中小企業の経営革新、農商工連携、

事業承継及びＩＴ導入による経営の一層の効率化等の推進を図った。 

 

４．中小・小規模企業の活力向上のための税制改正要望等の強化 

 

 （１）消費税率引上げ等に関する要望活動の強化 

   消費税率の引上げは、中小・小規模企業の経営に深刻な影響を与える懸念があるため、影響

を最小限にとどめるべく、政府が以下の対策等を実施するよう要望活動を行った。 

 

  ① 政府は、中小・小規模企業が消費税分を価格に転嫁することが困難な実態を踏まえ、「消

費税は価格に転嫁されるものである」というメッセージを広く発信し続けるとともに、転嫁

対策調査官による監視や、事業者への調査等を実施し、転嫁拒否や値下げ交渉の実態を把握

し、是正に向けた措置を迅速に行うこと。 

  

  ② 個人事業主の9割超が納税事務を自ら行っていること、また、事業者の5割が手計算で経

理処理をしている実態に鑑み、複数税率は導入しないこと。 

 

  ③ 税率引上げの後には税の滞納が増加するなど、厳しい経営環境にある中小・小規模企業の

相談対応や経営支援及び記帳の推進を図るため、消費税転嫁対策窓口相談等事業を大幅に拡

充・延長すること。 

 

 （２）消費税率引上げに伴う価格転嫁対策の推進 

   消費税の円滑・適正な価格転嫁等を支援するため、県連・商工会と連携し、事業者向け講習

会、個別・集団指導等を実施するとともに、「ネットde記帳」等を活用した消費税転嫁対策に関

する記帳指導を推進した。また、経営支援手法等について経営指導員等を対象に研修会を行い、

資質向上を図った。 

   ・事業者向け講習会の開催件数：2,825回開催  

   ・経営指導員等研修会の開催件数：294回開催 

   ・「消費税転嫁対策攻略本」の作成・配布：200,000部 

   ・消費税転嫁対策パンフレットの作成・配布：700,000部  

 

（３）平成27年度税制改正に係る要望活動の実施 

県連・商工会からの意見を集約し、外形標準課税の中小企業への適用拡大反対、中小・

小規模企業に関する租税特別措置の拡充及び延長、事業承継税制の拡充等、中小・小規模企業

の事業基盤の強化に関する税制改正について要望活動を行った。 



   平成27年度税制改正においては、中小法人の軽減税率の延長、外形標準課税の中小企業への

導入阻止、商業・サービス業活性化税制の延長、事業承継税制の拡充等が盛り込まれることと

なった。 

 

                                       

  

 

１．被災地に対する継続的な支援の実施 

  復興に向け未だ道半ばの東日本大震災被災地の実状や要望を把握のうえ、国等に対し、引き続き

強力な陳情活動を実施した。 

  また、被災地域の中小・小規模企業の販売先確保や早期の事業再開等を支援するため、軽トラ

ックを活用した移動販売事業等を実施した。 

 

２．原発事故及び電力供給不足への対応 

 

 （１）原発事故の早期収束及び被害の解消 

   福島第一、第二原発事故により甚大な被害を被った中小・小規模企業が、一刻も早

く事業を再開できる環境を整えられるよう、避難地域等の被害の大きい地域全体のグ

ランドデザインを早期に策定するとともに、福島復興再生特別措置法に基づく各種計

画が着実に実施されるよう、国に対して要望活動を実施した。 

 

 （２）原発被害に対する完全賠償の実施及び事業再開支援 

   原発事故により、直接的な被害を受けた中小・小規模企業に対して、価値を失った

資産に対する財物賠償について、「中間指針」にとらわれない賠償の実施や事業継続の

目途が立たない事業者に対する賠償期間の延長を図るとともに、受け取った賠償金を

免税扱いとするなど、各種税制措置を講じるよう国に要望した。 

 

 （３）電力供給不足への対応 

   各電力会社の電気料金の引上げにより、大企業に比べて製造コストに占める電気料金の比率

が高く、代替手段に乏しい中小・小規模企業の負担は限界に達している。 

   かかる状況を踏まえ、電力の安定供給を図るため、停止中の原発を再稼働する際には、国が

早期に安全性を見極めたうえで実施することはもとより、立地地域が求める防災対策等に万全

を期し、再稼働の必要性を明確に説明するとともに、再生可能エネルギーの固定価格買取制度

における発電促進賦課金単価は、既に0.75円/kWhに達しており、国民負担総額は年間6,500

億円を超えていることから、買取価格の引下げはもとより、導入量や国民負担への上限設定な

ど早急な抜本的見直しを図るよう国に要望した。 

 

 

 

 

Ⅲ 東日本大震災被災地への支援及び原発事故の早期収拾等に関する要望等の実施 



 

 

  

１．提案型の経営支援・巡回訪問の推進・強化 

  「商工会は行きます 聞きます 提案します ～会員満足向上運動～」のキャッチフレーズのもと、

「商工会地域の中小・小規模事業者の経営情報等のデータベース」を構築・活用するとともに、

基礎的な経営改善普及事業の根幹たる「巡回訪問」を徹底し、提案型の経営支援の一層の強化を

図った。 

  また、「商工会機能強化検討特別委員会」報告書に基づき、経営革新など高度・専門的な経営支

援体制を強化するため、限られた支援人材の効率的な活用の観点から、各商工会の経営支援業務

を、県連を介した広域的な体制で共同化するなど、地域の実状に応じた効果的・効率的な支援体

制の構築を推進した。 

 

２．商工会職員の資質向上対策の推進 

 

 （１）小規模企業の支援に係る人材の育成強化 

   中小企業庁の「小規模事業者等人材・支援人材育成事業」として実施された、以下の研修へ

の各地経営指導員の参加を推進し、小規模企業や地域のニーズに即応できる経営指導員の育成

を図った。 

  【全国各地で開催】 

   〇売上向上を支援する人材を育成する「個者支援型研修」763人 

   〇地域資源活用を支援する人材を育成する「地域支援型研修」265人 

  【全国各地の優れた支援機関に派遣】 

   〇若手の経営指導員を実力のある支援人材のもとに派遣しインターン研修を行う「見習研

修」14研修機関に28名派遣 

 

（２）全国連認定経営支援マネージャー制度の推進 

    専門化・高度化する会員ニーズに対応し、事業者や地域への提案力を高めるため、商工会

職員の資質向上対策の一環として、全国連認定の「経営支援マネージャー認定制度」を推進

した。 

＜認定状況＞ 

  第1回認定者（9月1日） 14名（北海道：3名、青森：1名、山形：1名、富山：6名、 

福井：3名） 

  第2回認定者（3月1日） 49名（北海道：4名、岩手：3名、宮城：1名、山形：1名、 

福島：4名、茨城：5名、栃木：2名、群馬：2名、神奈川：

1名、静岡：3名、愛知：11名、富山9名、滋賀1名、鳥取：

2名、沖縄：1名） 

平成26年度末認定者累計：178名 

 

 

Ⅳ．提案型の経営支援・巡回訪問等の会員サービスの徹底及び組織基盤の強化 



（３）全国規模の経営支援事例発表会（アワード）の開催 

   経営指導員等による経営革新等の支援事例を各都道府県・ブロック単位の事例発表会などを

通じて全国から選抜し、12月8日（月）に全国規模の経営支援事例発表会を、全国の経営指導員

や中小企業庁・マスコミなどの出席のもと開催し、商工会職員同士の支援スキルの共有を図る

とともに、商工会が行う事業者支援を広くＰＲした。 

  

３．内外に向けた商工会活動の積極的アピール 

  商工会の機関誌である月刊「商工会」誌について、小規模企業振興基本法制定を踏まえ、大幅

に拡充される支援施策の内容等を中心にコンテンツの充実化を図るとともに、商工会役員をはじ

めとする可能な限り多くの会員に購読をお願いし、商工会活動への一層の理解の促進、各種施策

の積極的なＰＲ等を行った。 

  また、平成26年6月 20日に制定された「小規模企業振興基本法」の内容について、広く会員

企業に理解を得る観点から、政策広報誌として「小規模企業振興の未来に向けて」を作成。85万

全会員に配布を実施した。 

併せて、商工会組織の活動や政策要望等について広く理解を得るため、小規模企業の振興を核

とした事例を収集・分析し、新聞やテレビ局等のパブリシティについて戦略的な活動を実施した。 

  月刊「商工会」誌販売部数：48,464部（平成27年3月号）※参考 平成 26 年 3 月発行部数：24,028 部  

政策広報誌作成部数 ：100万部 

 

４．自主財源の確保による財政力強化（50％以上の自主財源確保） 

  全ての商工会が、地域の実情に応じた財政力強化事業に積極的に取組み、収入に占める自主財

源の比率を50％（当面の目標として 45％）以上に高めることを目指した。 

  自主財源比率50％以上商工会数：293商工会 

 

５．青年部等若手経営者・後継者の活動及び組織基盤の強化 

  青年部員の年齢制限について、現行の40歳を45歳に引上げるなど柔軟な対応ができるよう商工

会標準定款例の改正等の環境整備を図るとともに、全国商工同友会連合会（青年部ＯＢ会）につ

いては、県単位での組織化及び全国組織加入を更に推進しつつ、3月の臨時総会で全国商工会壮青

年部連合会の内部組織化を決議し、定款改正の後、正式に全国組織の立ち上げを行うこととなっ

た。 

・青年部員の年齢制限の引上げ 

853部で年齢制限引上げ済み。平成27年度以降に引き上げを予定している555部を併せ、全青

年部の87.3％が引き上げの意向。 

・青年部OB会（壮青年部）の全国組織化に向けた動き 

都道府県単位の組織設立35ヶ所、昨年度より3ヶ所増 

 

６．会員同士の助け合いの制度「会員福祉共済」、「商工貯蓄共済」の推進 

会員福祉共済（医療特約・がん補償を含む）、商工貯蓄共済（医療保障特約型を含む）などの

会員サービス向上のための事業について、全国の商工会が一丸となって推進できるよう支援を

行った。 



（１）福祉共済の推進 

福祉共済制度の一層の推進を図るため、県連・商工会での説明会等に職員を派遣（合計67回） 

し、制度内容の普及・啓発を行い平成27年2月に「けが」の補償の加入実績が10万口に達した。 

 

（２）商工貯蓄共済の推進 

商工貯蓄共済の推進について、各ブロックが実施する共済研究会に職員を派遣し、普及・啓 

発を図った。 

 

７．会員サービス充実に向けた検討 

全日本火災共済協同組合連合会（日火連）及び全国中小企業共済協同組合連合会（共済連）

との業務提携基本契約書に基づき共同推進事務局を設置し、共済推進における連携や提携共済

商品を検討したほか、全国商工会会員福祉共済の運営に関する共同事業化の仕組みを構築した。 

また、地震・噴火・津波をはじめ自然災害などの被害によって会員が休業した場合に、経営

や生活再建の助けになる補償を提供する「地震等災害時休業補償制度」の創設に向け制度内容

等の検討を行った。 

 

８．「100万会員ネットワーク」の推進 

   販売促進の一環として、ＩＴ活用が進んでいない小規模企業に対し、ホームページ作成の支

援を実施し、積極的に企業情報や販売情報の発信を行うことによる取引機会の創出を図った。 

  ・SHIFT登録事業者数：127,204事業者 

 

                                       

  

 

１．地域コミュニティ維持・活性化に係る取組みの推進 

  地域に密着した活動を展開している商工会が中核となり、地域産業の育成はもとより、防犯・

防災活動、高齢者等地域住民の生活不便の解消などを目的としたコミュニティ維持・活性化活動

を積極的に展開するとともに、全国の優良な事例を収集・取りまとめを行い広く内外にＰＲした。 

 

２．「儲かる地域づくり」に向けた取組みの推進 

  平成 25 年度に取りまとめた「地域産業活性化検討特別委員会」報告書に基づき、外から資金

を呼び込み、かつ、地域内で資金を循環させる「儲かる地域づくり」が全国各地で展開されるべ

く、地域内資金循環等新事業開発検討事業を実施した。 

  また、地域課題解決型事業を実施する地域コーディネータ人材を育成するため、経営指導員や

地域事業者等を対象とした、次世代地域リーダー塾を開催した。 

 

３．地方の活力再生に資する「まちづくり」に対する支援 

  大型店の出退店や商業施設の郊外化により、地域の中小小売業が非常に大きな影響を受けてい

る状況に鑑み、地域の特性を活かしたまちづくりを推進するため、各都道府県・市町村における

まちづくりの事例などについて、県連等に情報提供等を行った。 

Ⅴ 地域コミュニティ維持・活性化及び「儲かる地域づくり」に向けた取組み  


