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アクションプラン20
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１．企業の発展と雇用の創造

２．産業界の声の具現化

３．都市づくりの推進とにぎわいの創出

４．組織基盤の強化

目標に到達するための具体的なアクションプラン
※PDCAサイクルによる検証作業を毎年行う

（1）
（2）
（3）
（4）
（5）
（6）
（7）

中小企業の経営力アップに向けた支援強化
ビジネスマッチングの拡充と「BUYひろしま」の推進
中小企業の雇用の確保と人材育成 【新規】
「日商検定拡充5％運動」の継続強化
産学官ネットワーク拡大による人的交流の促進
都市型産業の振興とＩＴ化支援
本所環境行動計画の推進

（11）
（12）
（13）
（14）
（15）
（16）

市内大規模未利用地等の活用の提案
本所ビル建設の検討
行政・観光振興機関との連携による国内外観光客の誘致拡大
体験型修学旅行を軸とした「海生都市圏」連携事業の推進
中・四国地域との広域連携事業の構築
都市インフラ整備の促進 【刷新】

（17）
（18）
（19）
（20）

会員増強による組織基盤の強化
女性会・青年部・支店長会の積極的な運営によるネットワークの構築
共済制度等の拡充による安定的な収益力確保 【刷新】
部会・委員会の再編成検討

（8）
（9）
（10）

現場に立脚した政策提言活動
会員ニーズを反映した部会別事業の振興
総合経済団体としての情報発信力の強化と存在価値の向上 【刷新】

第二次中期行動計画
（平成24～26年度）
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広島商工会議所
基本方針Ⅰ．

Ⅱ．目指すべき目標

会員とともに広島の飛躍を目指す

１．企業の発展と雇用の創造

２．産業界の声の具現化 ３．都市づくりの推進と
にぎわいの創出

４．組織基盤の強化

◎世界的な経済危機や東日本大震災の影響
◎社会・経済構造の変化(グローバル化の進展と
　国内製造業崩壊の危機、少子高齢化の進展、
　急速なIT情報網の発達)
◎環境・エネルギー問題の顕在化
◎中枢機能並びに交通体系の停滞に伴う広島の
　拠点性の低下

◎「広島商工会議所に対する満足度・ニーズ調査」の実施
◎部会・委員会別での第一次中期行動計画の検証
◎各種実施事業や第一次中期行動計画の
　アクションプランをPDCA(Plan-Do-Check-
　Action)サイクルで検証

建議･要望
（明治24年～）

人材育成
（大正2年～）

経営相談
（昭和9年～）

地域経済の活性化

都市づくりへの関与

会員ﾈｯﾄﾜｰｸの構築

商工会議所の存在意義

原 点 回 帰 （明治～戦前）
+

（戦後～現在）

地域経済を取り巻く
情勢の変化

会員の声の集約並びに
事業の検証

広島商工会議所
平成24年７月

Ⅲ．



策定にあたって
　明治24年（1891年）に創立した広島商工会議所は、創立120周年の節目となる平成23年に

向けて経済界の基盤を強固なものとするべく、「中期行動計画（平成21～23年度）」を平成21

年7月に策定し、各種事業に取り組んで参りました。

　平成23年度末でこの取り組み期間が終了したことから、３年間の成果の最終検証を行い、

次のステップとなる「第二次中期行動計画（平成24～26年度）」を策定することといたしました。

　この３年間における地域経済環境を取り巻く情勢の変化に目を向けると、第一次中期行動

計画策定時の想定を超える速度でグローバル化や少子高齢化が進んだうえ、東日本大震災

の発生や世界的な経済危機の影響を受け、経済活動や社会生活などあらゆる分野において

大きな変革を迫られております。

　特に、各企業の想定レートを遥かに超えた円高水準は、当地主力企業の海外への生産機

能移転を加速させ、国内産業崩壊の危機が一気に切迫化しております。

　このような難局を乗り越え経済を再建させるためには、本所はもとより各業界・団体の叡智を

結集し、これまで以上に連携を強めることが必要であります。

　そこで、第二次中期行動計画では、“ものづくり”という当地の強みを核にしながらも、国際平

和文化都市としての知名度や豊富な地域観光資源を活かし、都市の魅力を引き上げる一方

で、産業の活性化に加え、世界に通用するヒトや企業育成に力を注いで参ります。

　また、今回の策定に併せて「広島商工会議所に対する満足度・ニーズ調査」を全会員事業

所に対して実施し、寄せられた意見を参考に、各種事業の見直しや重点化を図りました。

　本所では、今後も、本計画に定めた活動方針に沿って、機動的かつ積極的な事業活動を展

開していくとともに、ＰＤＣＡ（Plan－Do－Check－Action）サイクルで回しながら、進捗状況や成

果等を検証し、事業計画に適宜反映させ実行して参ります。

　「第二次中期行動計画」の実現に向けて、皆様のご理解、ご協力をお願い申しあげます。

個別巡回や専門家による指導、セミナー等を通じて、本所事業並びに小規模事業施策の普及を
図る。併せて、きめ細かなワンストップサービスによる支援を行い、中小・小規模事業者の経営改
善に対する意欲を喚起し、個々の持つ力を発揮できるよう努める。

中小企業の経営力アップに向けた支援強化1
地域経済の持続的な発展に向けて、景気対策、中小企業支援策、税制改正、交通インフラ等の諸
施策について、適宜・適切に国、県、市等関係機関に対して要望・提言活動を展開する。

現場に立脚した政策提言活動8

工業、商業、理財、建設業、観光・サービス業、小売商業、運輸の各部会において会員ニーズの把
握に努める。これを踏まえ、各々の課題解決のための方策(要望等)を検討・実施するとともに、先
進事例の紹介・講演会・視察・研究会(活性化策・振興策の取りまとめ)等を実施する。

会員ニーズを反映した部会別事業の振興9

中・四国地域内の経済交流を一層促進するため、各地商工会議所や関係機関と連携した交流事
業を実施し、広域連携の強化を図る。

中・四国地域との広域連携事業の構築15

将来の道州制導入時に広島が州都として選ばれるためには、「中枢機能」と両輪を成す「総合交
通体系」の整備が必要不可欠である。このため、広島と中・四国地域の主要都市間等の交通体系
の整備に向けて、交通基本法を踏まえた上で、行政・関係機関等と連携し、広島地域における総
合交通体系のあり方を検討する。

都市インフラ整備の促進 【刷新】16

役員・議員・会員・事務局が一体となった会員増強推進体制を継続するとともに、新たに事務局職
員が専従で取り組む｢会員増強プロジェクトチーム｣を発足させ、平成26年度に9,500会員(平
成23年度末9,175会員)を目指す。

会員増強による組織基盤の強化17

女性会・青年部・支店長会の積極的な活動を通じ、会員相互の交流・親睦を深めるとともに、経営
者としての資質向上を図り、地域経済の活性化を目指す本所事業の一翼を担う。

女性会・青年部・支店長会の積極的な運営によるネットワークの構築18

生命共済制度の独自給付を導入し、加入者１万人を維持・拡大するとともに、各種共済制度の拡
充を図る。また、会員とのコミュニケーション強化により会員ニーズの把握に努め、新たな会員サ
ービス事業の充実を図る。

共済制度等の拡充による安定的な収益力確保 【刷新】19

経済のグローバル化、情報化の進展等、企業を取り巻く環境の急激な変化を踏まえ、会員ニーズ
に沿った事業を展開するため、産業構造の変化に即した部会・委員会(現在：7部会11委員会)の
再編成について検討する。

部会・委員会の再編成検討20

会員事業所への個別訪問並びに所報「Hiroshima」を活用した本所事業のPR並びに利用促進
に努めるとともに、マスコミに対するパブリシティ活動の推進やホームページのリニューアルに
より本所並びに会員企業の情報発信力を強化し、商工会議所の存在価値を高める。

総合経済団体としての情報発信力の強化と存在価値の向上 【刷新】10

広島市内に点在する大規模未利用地である、旧広島市民球場跡地、JR広島駅北口(二葉の里地
区)の開発など、魅力ある都市空間について、経済界としての視点から、整備方向、施設等に関す
る提案を行う。

市内大規模未利用地等の活用の提案11

旧広島市民球場跡地における活用策は対象地域内に本所ビルが位置していることから、広島市
が設置した跡地委員会の検討状況を見定めながら建設場所を含めた本所ビル建設計画の検討
を進める。

本所ビル建設の検討12

観光立県実現に向けて、中国・欧米人観光客を対象にした海外プロモーションの展開や、夜の賑
わいづくり、地域資源活用型観光ルートの開発など観光関連機関との連携を強化し、国内外の観
光客誘致事業に取り組む。併せて、観光客の満足度向上、リピート率アップを目指してホスピタリ
ティの醸成を図る。

行政・観光振興機関との連携による国内外観光客の誘致拡大13

広島湾ベイエリア・海生都市圏研究協議会では、官民一体となった交流・連携基盤のもと、広島湾
域の特性を活かした体験型修学旅行の誘致拡大をはじめ、新たなツーリズム事業の創出、受入
態勢の整備促進など、広域的な長期滞在型の観光振興事業を推進する。

体験型修学旅行を軸とした「海生都市圏」連携事業の推進14

地域社会が一体となって、地元の企業を支え、その企業が新たな産業の集積をうみだす経済シ
ステムの構築に向けて、ビジネスマッチングフェアやビジネスネットワーク拡大交流会等を開催
するほか、県内製品愛用運動「BUYひろしま」を推進する。

ビジネスマッチングの拡充と「BUYひろしま」の推進2

求職者に対する中小企業の魅力発信のため、関係機関と連携し企業説明会を開催し若手人材の
地元定着化や県内中小企業の優秀な人材確保に寄与する。また、多彩なプログラム研修で人材
育成をサポートする。

中小企業の雇用の確保と人材育成 【新規】3

｢日商検定拡充5％運動｣を展開し、受験者の増加(目標：平成24年度11,645人、平成25年度
12,230人)を図り、企業の人材育成支援を一層拡充する。

「日商検定拡充5％運動」の継続強化4

県内大学において、地元企業の技術支援や新製品開発のための情報発信を目的に開催される各
種事業に参画し、産学官連携の一翼を担う。また、理工系中心の従来の産学官連携に加え、企業
の成長戦略や街づくりの研究、雇用人材確保等の分野において、地元の文科系学部との協力・交
流を促進し、総合的な企業の競争力強化・地域経済活性化を図る。

産学官ネットワーク拡大による人的交流の促進5

広島地域における都市型産業(情報サービス業、医療、放送・映像等関連業種、税理士、弁護士業
等)の現状・課題を把握し、都市型産業の振興・活性化を図る。また、クラウドサービス活用や情報
セキュリティ対策等の説明会等を開催し、中小企業のIT導入・利活用を支援する。

都市型産業の振興とIＴ化支援6

本所環境行動計画に基づき、会員中小企業等の温室効果ガス排出削減や地球温暖化対策等の
持続的な取り組みの支援を行う。また、｢次期広島商工会議所環境行動計画｣を策定し、会員企業
のニーズを的確に捉えた事業を展開する。

本所環境行動計画の推進7

組織基盤の強化

4

産業界の声の
具現化

2

都市づくりの推進と
にぎわいの創出

3
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1
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都市インフラ整備の促進 【刷新】
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会員増強による組織基盤の強化
女性会・青年部・支店長会の積極的な運営によるネットワークの構築
共済制度等の拡充による安定的な収益力確保 【刷新】
部会・委員会の再編成検討
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現場に立脚した政策提言活動
会員ニーズを反映した部会別事業の振興
総合経済団体としての情報発信力の強化と存在価値の向上 【刷新】

第二次中期行動計画
（平成24～26年度）
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広島商工会議所
基本方針Ⅰ．

Ⅱ．目指すべき目標

会員とともに広島の飛躍を目指す

１．企業の発展と雇用の創造

２．産業界の声の具現化 ３．都市づくりの推進と
にぎわいの創出

４．組織基盤の強化

◎世界的な経済危機や東日本大震災の影響
◎社会・経済構造の変化(グローバル化の進展と
　国内製造業崩壊の危機、少子高齢化の進展、
　急速なIT情報網の発達)
◎環境・エネルギー問題の顕在化
◎中枢機能並びに交通体系の停滞に伴う広島の
　拠点性の低下

◎「広島商工会議所に対する満足度・ニーズ調査」の実施
◎部会・委員会別での第一次中期行動計画の検証
◎各種実施事業や第一次中期行動計画の
　アクションプランをPDCA(Plan-Do-Check-
　Action)サイクルで検証

建議･要望
（明治24年～）

人材育成
（大正2年～）

経営相談
（昭和9年～）

地域経済の活性化

都市づくりへの関与

会員ﾈｯﾄﾜｰｸの構築

商工会議所の存在意義

原 点 回 帰 （明治～戦前）
+

（戦後～現在）

地域経済を取り巻く
情勢の変化

会員の声の集約並びに
事業の検証

広島商工会議所
平成24年７月
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策定にあたって
　明治24年（1891年）に創立した広島商工会議所は、創立120周年の節目となる平成23年に

向けて経済界の基盤を強固なものとするべく、「中期行動計画（平成21～23年度）」を平成21

年7月に策定し、各種事業に取り組んで参りました。

　平成23年度末でこの取り組み期間が終了したことから、３年間の成果の最終検証を行い、

次のステップとなる「第二次中期行動計画（平成24～26年度）」を策定することといたしました。

　この３年間における地域経済環境を取り巻く情勢の変化に目を向けると、第一次中期行動

計画策定時の想定を超える速度でグローバル化や少子高齢化が進んだうえ、東日本大震災

の発生や世界的な経済危機の影響を受け、経済活動や社会生活などあらゆる分野において

大きな変革を迫られております。

　特に、各企業の想定レートを遥かに超えた円高水準は、当地主力企業の海外への生産機

能移転を加速させ、国内産業崩壊の危機が一気に切迫化しております。

　このような難局を乗り越え経済を再建させるためには、本所はもとより各業界・団体の叡智を

結集し、これまで以上に連携を強めることが必要であります。

　そこで、第二次中期行動計画では、“ものづくり”という当地の強みを核にしながらも、国際平

和文化都市としての知名度や豊富な地域観光資源を活かし、都市の魅力を引き上げる一方

で、産業の活性化に加え、世界に通用するヒトや企業育成に力を注いで参ります。

　また、今回の策定に併せて「広島商工会議所に対する満足度・ニーズ調査」を全会員事業

所に対して実施し、寄せられた意見を参考に、各種事業の見直しや重点化を図りました。

　本所では、今後も、本計画に定めた活動方針に沿って、機動的かつ積極的な事業活動を展

開していくとともに、ＰＤＣＡ（Plan－Do－Check－Action）サイクルで回しながら、進捗状況や成

果等を検証し、事業計画に適宜反映させ実行して参ります。

　「第二次中期行動計画」の実現に向けて、皆様のご理解、ご協力をお願い申しあげます。

個別巡回や専門家による指導、セミナー等を通じて、本所事業並びに小規模事業施策の普及を
図る。併せて、きめ細かなワンストップサービスによる支援を行い、中小・小規模事業者の経営改
善に対する意欲を喚起し、個々の持つ力を発揮できるよう努める。

中小企業の経営力アップに向けた支援強化1
地域経済の持続的な発展に向けて、景気対策、中小企業支援策、税制改正、交通インフラ等の諸
施策について、適宜・適切に国、県、市等関係機関に対して要望・提言活動を展開する。

現場に立脚した政策提言活動8

工業、商業、理財、建設業、観光・サービス業、小売商業、運輸の各部会において会員ニーズの把
握に努める。これを踏まえ、各々の課題解決のための方策(要望等)を検討・実施するとともに、先
進事例の紹介・講演会・視察・研究会(活性化策・振興策の取りまとめ)等を実施する。

会員ニーズを反映した部会別事業の振興9

中・四国地域内の経済交流を一層促進するため、各地商工会議所や関係機関と連携した交流事
業を実施し、広域連携の強化を図る。

中・四国地域との広域連携事業の構築15

将来の道州制導入時に広島が州都として選ばれるためには、「中枢機能」と両輪を成す「総合交
通体系」の整備が必要不可欠である。このため、広島と中・四国地域の主要都市間等の交通体系
の整備に向けて、交通基本法を踏まえた上で、行政・関係機関等と連携し、広島地域における総
合交通体系のあり方を検討する。

都市インフラ整備の促進 【刷新】16

役員・議員・会員・事務局が一体となった会員増強推進体制を継続するとともに、新たに事務局職
員が専従で取り組む｢会員増強プロジェクトチーム｣を発足させ、平成26年度に9,500会員(平
成23年度末9,175会員)を目指す。

会員増強による組織基盤の強化17

女性会・青年部・支店長会の積極的な活動を通じ、会員相互の交流・親睦を深めるとともに、経営
者としての資質向上を図り、地域経済の活性化を目指す本所事業の一翼を担う。

女性会・青年部・支店長会の積極的な運営によるネットワークの構築18

生命共済制度の独自給付を導入し、加入者１万人を維持・拡大するとともに、各種共済制度の拡
充を図る。また、会員とのコミュニケーション強化により会員ニーズの把握に努め、新たな会員サ
ービス事業の充実を図る。

共済制度等の拡充による安定的な収益力確保 【刷新】19

経済のグローバル化、情報化の進展等、企業を取り巻く環境の急激な変化を踏まえ、会員ニーズ
に沿った事業を展開するため、産業構造の変化に即した部会・委員会(現在：7部会11委員会)の
再編成について検討する。

部会・委員会の再編成検討20

会員事業所への個別訪問並びに所報「Hiroshima」を活用した本所事業のPR並びに利用促進
に努めるとともに、マスコミに対するパブリシティ活動の推進やホームページのリニューアルに
より本所並びに会員企業の情報発信力を強化し、商工会議所の存在価値を高める。

総合経済団体としての情報発信力の強化と存在価値の向上 【刷新】10

広島市内に点在する大規模未利用地である、旧広島市民球場跡地、JR広島駅北口(二葉の里地
区)の開発など、魅力ある都市空間について、経済界としての視点から、整備方向、施設等に関す
る提案を行う。

市内大規模未利用地等の活用の提案11

旧広島市民球場跡地における活用策は対象地域内に本所ビルが位置していることから、広島市
が設置した跡地委員会の検討状況を見定めながら建設場所を含めた本所ビル建設計画の検討
を進める。

本所ビル建設の検討12

観光立県実現に向けて、中国・欧米人観光客を対象にした海外プロモーションの展開や、夜の賑
わいづくり、地域資源活用型観光ルートの開発など観光関連機関との連携を強化し、国内外の観
光客誘致事業に取り組む。併せて、観光客の満足度向上、リピート率アップを目指してホスピタリ
ティの醸成を図る。

行政・観光振興機関との連携による国内外観光客の誘致拡大13

広島湾ベイエリア・海生都市圏研究協議会では、官民一体となった交流・連携基盤のもと、広島湾
域の特性を活かした体験型修学旅行の誘致拡大をはじめ、新たなツーリズム事業の創出、受入
態勢の整備促進など、広域的な長期滞在型の観光振興事業を推進する。

体験型修学旅行を軸とした「海生都市圏」連携事業の推進14

地域社会が一体となって、地元の企業を支え、その企業が新たな産業の集積をうみだす経済シ
ステムの構築に向けて、ビジネスマッチングフェアやビジネスネットワーク拡大交流会等を開催
するほか、県内製品愛用運動「BUYひろしま」を推進する。

ビジネスマッチングの拡充と「BUYひろしま」の推進2

求職者に対する中小企業の魅力発信のため、関係機関と連携し企業説明会を開催し若手人材の
地元定着化や県内中小企業の優秀な人材確保に寄与する。また、多彩なプログラム研修で人材
育成をサポートする。

中小企業の雇用の確保と人材育成 【新規】3

｢日商検定拡充5％運動｣を展開し、受験者の増加(目標：平成24年度11,645人、平成25年度
12,230人)を図り、企業の人材育成支援を一層拡充する。

「日商検定拡充5％運動」の継続強化4

県内大学において、地元企業の技術支援や新製品開発のための情報発信を目的に開催される各
種事業に参画し、産学官連携の一翼を担う。また、理工系中心の従来の産学官連携に加え、企業
の成長戦略や街づくりの研究、雇用人材確保等の分野において、地元の文科系学部との協力・交
流を促進し、総合的な企業の競争力強化・地域経済活性化を図る。

産学官ネットワーク拡大による人的交流の促進5

広島地域における都市型産業(情報サービス業、医療、放送・映像等関連業種、税理士、弁護士業
等)の現状・課題を把握し、都市型産業の振興・活性化を図る。また、クラウドサービス活用や情報
セキュリティ対策等の説明会等を開催し、中小企業のIT導入・利活用を支援する。

都市型産業の振興とIＴ化支援6

本所環境行動計画に基づき、会員中小企業等の温室効果ガス排出削減や地球温暖化対策等の
持続的な取り組みの支援を行う。また、｢次期広島商工会議所環境行動計画｣を策定し、会員企業
のニーズを的確に捉えた事業を展開する。

本所環境行動計画の推進7

組織基盤の強化

4

産業界の声の
具現化

2

都市づくりの推進と
にぎわいの創出

3
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1

広島商工会議所　会頭



策定にあたって
　明治24年（1891年）に創立した広島商工会議所は、創立120周年の節目となる平成23年に

向けて経済界の基盤を強固なものとするべく、「中期行動計画（平成21～23年度）」を平成21

年7月に策定し、各種事業に取り組んで参りました。

　平成23年度末でこの取り組み期間が終了したことから、３年間の成果の最終検証を行い、

次のステップとなる「第二次中期行動計画（平成24～26年度）」を策定することといたしました。

　この３年間における地域経済環境を取り巻く情勢の変化に目を向けると、第一次中期行動

計画策定時の想定を超える速度でグローバル化や少子高齢化が進んだうえ、東日本大震災

の発生や世界的な経済危機の影響を受け、経済活動や社会生活などあらゆる分野において

大きな変革を迫られております。

　特に、各企業の想定レートを遥かに超えた円高水準は、当地主力企業の海外への生産機

能移転を加速させ、国内産業崩壊の危機が一気に切迫化しております。

　このような難局を乗り越え経済を再建させるためには、本所はもとより各業界・団体の叡智を

結集し、これまで以上に連携を強めることが必要であります。

　そこで、第二次中期行動計画では、“ものづくり”という当地の強みを核にしながらも、国際平

和文化都市としての知名度や豊富な地域観光資源を活かし、都市の魅力を引き上げる一方

で、産業の活性化に加え、世界に通用するヒトや企業育成に力を注いで参ります。

　また、今回の策定に併せて「広島商工会議所に対する満足度・ニーズ調査」を全会員事業

所に対して実施し、寄せられた意見を参考に、各種事業の見直しや重点化を図りました。

　本所では、今後も、本計画に定めた活動方針に沿って、機動的かつ積極的な事業活動を展

開していくとともに、ＰＤＣＡ（Plan－Do－Check－Action）サイクルで回しながら、進捗状況や成

果等を検証し、事業計画に適宜反映させ実行して参ります。

　「第二次中期行動計画」の実現に向けて、皆様のご理解、ご協力をお願い申しあげます。

個別巡回や専門家による指導、セミナー等を通じて、本所事業並びに小規模事業施策の普及を
図る。併せて、きめ細かなワンストップサービスによる支援を行い、中小・小規模事業者の経営改
善に対する意欲を喚起し、個々の持つ力を発揮できるよう努める。

中小企業の経営力アップに向けた支援強化1
地域経済の持続的な発展に向けて、景気対策、中小企業支援策、税制改正、交通インフラ等の諸
施策について、適宜・適切に国、県、市等関係機関に対して要望・提言活動を展開する。

現場に立脚した政策提言活動8

工業、商業、理財、建設業、観光・サービス業、小売商業、運輸の各部会において会員ニーズの把
握に努める。これを踏まえ、各々の課題解決のための方策(要望等)を検討・実施するとともに、先
進事例の紹介・講演会・視察・研究会(活性化策・振興策の取りまとめ)等を実施する。

会員ニーズを反映した部会別事業の振興9

中・四国地域内の経済交流を一層促進するため、各地商工会議所や関係機関と連携した交流事
業を実施し、広域連携の強化を図る。

中・四国地域との広域連携事業の構築15

将来の道州制導入時に広島が州都として選ばれるためには、「中枢機能」と両輪を成す「総合交
通体系」の整備が必要不可欠である。このため、広島と中・四国地域の主要都市間等の交通体系
の整備に向けて、交通基本法を踏まえた上で、行政・関係機関等と連携し、広島地域における総
合交通体系のあり方を検討する。

都市インフラ整備の促進 【刷新】16

役員・議員・会員・事務局が一体となった会員増強推進体制を継続するとともに、新たに事務局職
員が専従で取り組む｢会員増強プロジェクトチーム｣を発足させ、平成26年度に9,500会員(平
成23年度末9,175会員)を目指す。

会員増強による組織基盤の強化17

女性会・青年部・支店長会の積極的な活動を通じ、会員相互の交流・親睦を深めるとともに、経営
者としての資質向上を図り、地域経済の活性化を目指す本所事業の一翼を担う。

女性会・青年部・支店長会の積極的な運営によるネットワークの構築18
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充を図る。また、会員とのコミュニケーション強化により会員ニーズの把握に努め、新たな会員サ
ービス事業の充実を図る。

共済制度等の拡充による安定的な収益力確保 【刷新】19

経済のグローバル化、情報化の進展等、企業を取り巻く環境の急激な変化を踏まえ、会員ニーズ
に沿った事業を展開するため、産業構造の変化に即した部会・委員会(現在：7部会11委員会)の
再編成について検討する。

部会・委員会の再編成検討20

会員事業所への個別訪問並びに所報「Hiroshima」を活用した本所事業のPR並びに利用促進
に努めるとともに、マスコミに対するパブリシティ活動の推進やホームページのリニューアルに
より本所並びに会員企業の情報発信力を強化し、商工会議所の存在価値を高める。

総合経済団体としての情報発信力の強化と存在価値の向上 【刷新】10

広島市内に点在する大規模未利用地である、旧広島市民球場跡地、JR広島駅北口(二葉の里地
区)の開発など、魅力ある都市空間について、経済界としての視点から、整備方向、施設等に関す
る提案を行う。

市内大規模未利用地等の活用の提案11

旧広島市民球場跡地における活用策は対象地域内に本所ビルが位置していることから、広島市
が設置した跡地委員会の検討状況を見定めながら建設場所を含めた本所ビル建設計画の検討
を進める。

本所ビル建設の検討12

観光立県実現に向けて、中国・欧米人観光客を対象にした海外プロモーションの展開や、夜の賑
わいづくり、地域資源活用型観光ルートの開発など観光関連機関との連携を強化し、国内外の観
光客誘致事業に取り組む。併せて、観光客の満足度向上、リピート率アップを目指してホスピタリ
ティの醸成を図る。

行政・観光振興機関との連携による国内外観光客の誘致拡大13

広島湾ベイエリア・海生都市圏研究協議会では、官民一体となった交流・連携基盤のもと、広島湾
域の特性を活かした体験型修学旅行の誘致拡大をはじめ、新たなツーリズム事業の創出、受入
態勢の整備促進など、広域的な長期滞在型の観光振興事業を推進する。

体験型修学旅行を軸とした「海生都市圏」連携事業の推進14

地域社会が一体となって、地元の企業を支え、その企業が新たな産業の集積をうみだす経済シ
ステムの構築に向けて、ビジネスマッチングフェアやビジネスネットワーク拡大交流会等を開催
するほか、県内製品愛用運動「BUYひろしま」を推進する。

ビジネスマッチングの拡充と「BUYひろしま」の推進2

求職者に対する中小企業の魅力発信のため、関係機関と連携し企業説明会を開催し若手人材の
地元定着化や県内中小企業の優秀な人材確保に寄与する。また、多彩なプログラム研修で人材
育成をサポートする。

中小企業の雇用の確保と人材育成 【新規】3

｢日商検定拡充5％運動｣を展開し、受験者の増加(目標：平成24年度11,645人、平成25年度
12,230人)を図り、企業の人材育成支援を一層拡充する。

「日商検定拡充5％運動」の継続強化4

県内大学において、地元企業の技術支援や新製品開発のための情報発信を目的に開催される各
種事業に参画し、産学官連携の一翼を担う。また、理工系中心の従来の産学官連携に加え、企業
の成長戦略や街づくりの研究、雇用人材確保等の分野において、地元の文科系学部との協力・交
流を促進し、総合的な企業の競争力強化・地域経済活性化を図る。

産学官ネットワーク拡大による人的交流の促進5

広島地域における都市型産業(情報サービス業、医療、放送・映像等関連業種、税理士、弁護士業
等)の現状・課題を把握し、都市型産業の振興・活性化を図る。また、クラウドサービス活用や情報
セキュリティ対策等の説明会等を開催し、中小企業のIT導入・利活用を支援する。

都市型産業の振興とIＴ化支援6

本所環境行動計画に基づき、会員中小企業等の温室効果ガス排出削減や地球温暖化対策等の
持続的な取り組みの支援を行う。また、｢次期広島商工会議所環境行動計画｣を策定し、会員企業
のニーズを的確に捉えた事業を展開する。

本所環境行動計画の推進7

組織基盤の強化

4

産業界の声の
具現化

2

都市づくりの推進と
にぎわいの創出

3

企業の発展と
雇用の創造

1

広島商工会議所　会頭



策定にあたって
　明治24年（1891年）に創立した広島商工会議所は、創立120周年の節目となる平成23年に

向けて経済界の基盤を強固なものとするべく、「中期行動計画（平成21～23年度）」を平成21

年7月に策定し、各種事業に取り組んで参りました。

　平成23年度末でこの取り組み期間が終了したことから、３年間の成果の最終検証を行い、

次のステップとなる「第二次中期行動計画（平成24～26年度）」を策定することといたしました。

　この３年間における地域経済環境を取り巻く情勢の変化に目を向けると、第一次中期行動

計画策定時の想定を超える速度でグローバル化や少子高齢化が進んだうえ、東日本大震災

の発生や世界的な経済危機の影響を受け、経済活動や社会生活などあらゆる分野において

大きな変革を迫られております。

　特に、各企業の想定レートを遥かに超えた円高水準は、当地主力企業の海外への生産機

能移転を加速させ、国内産業崩壊の危機が一気に切迫化しております。

　このような難局を乗り越え経済を再建させるためには、本所はもとより各業界・団体の叡智を

結集し、これまで以上に連携を強めることが必要であります。

　そこで、第二次中期行動計画では、“ものづくり”という当地の強みを核にしながらも、国際平

和文化都市としての知名度や豊富な地域観光資源を活かし、都市の魅力を引き上げる一方

で、産業の活性化に加え、世界に通用するヒトや企業育成に力を注いで参ります。

　また、今回の策定に併せて「広島商工会議所に対する満足度・ニーズ調査」を全会員事業

所に対して実施し、寄せられた意見を参考に、各種事業の見直しや重点化を図りました。

　本所では、今後も、本計画に定めた活動方針に沿って、機動的かつ積極的な事業活動を展

開していくとともに、ＰＤＣＡ（Plan－Do－Check－Action）サイクルで回しながら、進捗状況や成

果等を検証し、事業計画に適宜反映させ実行して参ります。

　「第二次中期行動計画」の実現に向けて、皆様のご理解、ご協力をお願い申しあげます。

個別巡回や専門家による指導、セミナー等を通じて、本所事業並びに小規模事業施策の普及を
図る。併せて、きめ細かなワンストップサービスによる支援を行い、中小・小規模事業者の経営改
善に対する意欲を喚起し、個々の持つ力を発揮できるよう努める。

中小企業の経営力アップに向けた支援強化1
地域経済の持続的な発展に向けて、景気対策、中小企業支援策、税制改正、交通インフラ等の諸
施策について、適宜・適切に国、県、市等関係機関に対して要望・提言活動を展開する。

現場に立脚した政策提言活動8

工業、商業、理財、建設業、観光・サービス業、小売商業、運輸の各部会において会員ニーズの把
握に努める。これを踏まえ、各々の課題解決のための方策(要望等)を検討・実施するとともに、先
進事例の紹介・講演会・視察・研究会(活性化策・振興策の取りまとめ)等を実施する。

会員ニーズを反映した部会別事業の振興9

中・四国地域内の経済交流を一層促進するため、各地商工会議所や関係機関と連携した交流事
業を実施し、広域連携の強化を図る。

中・四国地域との広域連携事業の構築15

将来の道州制導入時に広島が州都として選ばれるためには、「中枢機能」と両輪を成す「総合交
通体系」の整備が必要不可欠である。このため、広島と中・四国地域の主要都市間等の交通体系
の整備に向けて、交通基本法を踏まえた上で、行政・関係機関等と連携し、広島地域における総
合交通体系のあり方を検討する。

都市インフラ整備の促進 【刷新】16

役員・議員・会員・事務局が一体となった会員増強推進体制を継続するとともに、新たに事務局職
員が専従で取り組む｢会員増強プロジェクトチーム｣を発足させ、平成26年度に9,500会員(平
成23年度末9,175会員)を目指す。

会員増強による組織基盤の強化17

女性会・青年部・支店長会の積極的な活動を通じ、会員相互の交流・親睦を深めるとともに、経営
者としての資質向上を図り、地域経済の活性化を目指す本所事業の一翼を担う。

女性会・青年部・支店長会の積極的な運営によるネットワークの構築18

生命共済制度の独自給付を導入し、加入者１万人を維持・拡大するとともに、各種共済制度の拡
充を図る。また、会員とのコミュニケーション強化により会員ニーズの把握に努め、新たな会員サ
ービス事業の充実を図る。

共済制度等の拡充による安定的な収益力確保 【刷新】19

経済のグローバル化、情報化の進展等、企業を取り巻く環境の急激な変化を踏まえ、会員ニーズ
に沿った事業を展開するため、産業構造の変化に即した部会・委員会(現在：7部会11委員会)の
再編成について検討する。

部会・委員会の再編成検討20

会員事業所への個別訪問並びに所報「Hiroshima」を活用した本所事業のPR並びに利用促進
に努めるとともに、マスコミに対するパブリシティ活動の推進やホームページのリニューアルに
より本所並びに会員企業の情報発信力を強化し、商工会議所の存在価値を高める。

総合経済団体としての情報発信力の強化と存在価値の向上 【刷新】10

広島市内に点在する大規模未利用地である、旧広島市民球場跡地、JR広島駅北口(二葉の里地
区)の開発など、魅力ある都市空間について、経済界としての視点から、整備方向、施設等に関す
る提案を行う。

市内大規模未利用地等の活用の提案11

旧広島市民球場跡地における活用策は対象地域内に本所ビルが位置していることから、広島市
が設置した跡地委員会の検討状況を見定めながら建設場所を含めた本所ビル建設計画の検討
を進める。

本所ビル建設の検討12

観光立県実現に向けて、中国・欧米人観光客を対象にした海外プロモーションの展開や、夜の賑
わいづくり、地域資源活用型観光ルートの開発など観光関連機関との連携を強化し、国内外の観
光客誘致事業に取り組む。併せて、観光客の満足度向上、リピート率アップを目指してホスピタリ
ティの醸成を図る。

行政・観光振興機関との連携による国内外観光客の誘致拡大13

広島湾ベイエリア・海生都市圏研究協議会では、官民一体となった交流・連携基盤のもと、広島湾
域の特性を活かした体験型修学旅行の誘致拡大をはじめ、新たなツーリズム事業の創出、受入
態勢の整備促進など、広域的な長期滞在型の観光振興事業を推進する。

体験型修学旅行を軸とした「海生都市圏」連携事業の推進14

地域社会が一体となって、地元の企業を支え、その企業が新たな産業の集積をうみだす経済シ
ステムの構築に向けて、ビジネスマッチングフェアやビジネスネットワーク拡大交流会等を開催
するほか、県内製品愛用運動「BUYひろしま」を推進する。

ビジネスマッチングの拡充と「BUYひろしま」の推進2

求職者に対する中小企業の魅力発信のため、関係機関と連携し企業説明会を開催し若手人材の
地元定着化や県内中小企業の優秀な人材確保に寄与する。また、多彩なプログラム研修で人材
育成をサポートする。

中小企業の雇用の確保と人材育成 【新規】3

｢日商検定拡充5％運動｣を展開し、受験者の増加(目標：平成24年度11,645人、平成25年度
12,230人)を図り、企業の人材育成支援を一層拡充する。

「日商検定拡充5％運動」の継続強化4

県内大学において、地元企業の技術支援や新製品開発のための情報発信を目的に開催される各
種事業に参画し、産学官連携の一翼を担う。また、理工系中心の従来の産学官連携に加え、企業
の成長戦略や街づくりの研究、雇用人材確保等の分野において、地元の文科系学部との協力・交
流を促進し、総合的な企業の競争力強化・地域経済活性化を図る。

産学官ネットワーク拡大による人的交流の促進5

広島地域における都市型産業(情報サービス業、医療、放送・映像等関連業種、税理士、弁護士業
等)の現状・課題を把握し、都市型産業の振興・活性化を図る。また、クラウドサービス活用や情報
セキュリティ対策等の説明会等を開催し、中小企業のIT導入・利活用を支援する。

都市型産業の振興とIＴ化支援6

本所環境行動計画に基づき、会員中小企業等の温室効果ガス排出削減や地球温暖化対策等の
持続的な取り組みの支援を行う。また、｢次期広島商工会議所環境行動計画｣を策定し、会員企業
のニーズを的確に捉えた事業を展開する。

本所環境行動計画の推進7

組織基盤の強化
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広島商工会議所
第二次中期行動計画

（平成24～26年度）

会員とともに広島の飛躍を目指す
アクションプラン20

広島商工会議所

〒730-8510 広島市中区基町5－44
TEL（082）222－6631  FAX（082）222－6664
E-mail : hiroshima@hiroshimacci.or.jp

The Hiroshima Chamber of Commerce and Industry

広島商工会議所 会員サービス部 企画広報チーム
お問い合わせ先

１．企業の発展と雇用の創造

２．産業界の声の具現化

３．都市づくりの推進とにぎわいの創出

４．組織基盤の強化

目標に到達するための具体的なアクションプラン
※PDCAサイクルによる検証作業を毎年行う

（1）
（2）
（3）
（4）
（5）
（6）
（7）

中小企業の経営力アップに向けた支援強化
ビジネスマッチングの拡充と「BUYひろしま」の推進
中小企業の雇用の確保と人材育成 【新規】
「日商検定拡充5％運動」の継続強化
産学官ネットワーク拡大による人的交流の促進
都市型産業の振興とＩＴ化支援
本所環境行動計画の推進

（11）
（12）
（13）
（14）
（15）
（16）

市内大規模未利用地等の活用の提案
本所ビル建設の検討
行政・観光振興機関との連携による国内外観光客の誘致拡大
体験型修学旅行を軸とした「海生都市圏」連携事業の推進
中・四国地域との広域連携事業の構築
都市インフラ整備の促進 【刷新】

（17）
（18）
（19）
（20）

会員増強による組織基盤の強化
女性会・青年部・支店長会の積極的な運営によるネットワークの構築
共済制度等の拡充による安定的な収益力確保 【刷新】
部会・委員会の再編成検討

（8）
（9）
（10）

現場に立脚した政策提言活動
会員ニーズを反映した部会別事業の振興
総合経済団体としての情報発信力の強化と存在価値の向上 【刷新】

第二次中期行動計画
（平成24～26年度）
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広島商工会議所
基本方針Ⅰ．

Ⅱ．目指すべき目標

会員とともに広島の飛躍を目指す

１．企業の発展と雇用の創造

２．産業界の声の具現化 ３．都市づくりの推進と
にぎわいの創出

４．組織基盤の強化

◎世界的な経済危機や東日本大震災の影響
◎社会・経済構造の変化(グローバル化の進展と
　国内製造業崩壊の危機、少子高齢化の進展、
　急速なIT情報網の発達)
◎環境・エネルギー問題の顕在化
◎中枢機能並びに交通体系の停滞に伴う広島の
　拠点性の低下

◎「広島商工会議所に対する満足度・ニーズ調査」の実施
◎部会・委員会別での第一次中期行動計画の検証
◎各種実施事業や第一次中期行動計画の
　アクションプランをPDCA(Plan-Do-Check-
　Action)サイクルで検証

建議･要望
（明治24年～）

人材育成
（大正2年～）

経営相談
（昭和9年～）

地域経済の活性化

都市づくりへの関与

会員ﾈｯﾄﾜｰｸの構築

商工会議所の存在意義

原 点 回 帰 （明治～戦前）
+

（戦後～現在）

地域経済を取り巻く
情勢の変化

会員の声の集約並びに
事業の検証

広島商工会議所
平成24年７月
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