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広島商工会議所
第四次中期行動計画

　（2018～2020年度）

会員とともに
広島の飛躍を目指す

～130年の伝統を礎に会員１万人の新たな挑戦～

広島商工会議所
The Hiroshima Chamber of Commerce and Industry

行動理念　会員とともに広島の飛 躍を目指す～130年の伝統を礎に会員１万人の新たな挑戦～」

 理念実現の
ための行動目標
〔4項目〕

行動目標に向けた
アクションプラン〔12項目〕

中小・小規模企業の経営力アップに向けた支援の強化

販路開拓に向けたビジネスマッチング事業の拡充

中小企業における雇用の確保と人材育成の推進

本所環境行動計画の推進と環境経営の支援強化

［2018～2020年度］

Ⅲ Ⅳ

商工会議所議員憲章（平成13年11月20日　全国商工会議所役員・議員大会）

第四次中期行動計画

１
2
3
4

現場に立脚した政策提言活動

会員ニーズに応じた部会事業の推進

5

6

にぎわいのある街づくりの提案とインフラ整備の促進

地域資源を活かした国内外観光客の誘致拡大

広域連携を通じた観光・経済交流と地域づくりの推進

7

8

9

会員増強の推進と会員ネットワークの強化

会員満足度の向上をめざすサービス事業の推進

情報発信力の強化と存在価値の向上

10

11

12

企業の発展と
雇用の創造

産業界の
声の具現化

組織基盤の
強化

都市づくりの推進と
にぎわいの創出

行動理念 「会員とともに広島の飛 躍を目指す～130年の伝統を礎に会員１万人の新たな挑戦～」

存在意義 〔ニーズに応じて拡大〕

第四次中期行動計画広島商工会議所 

Ⅰ

Ⅱ

建議・要望

人材育成

経営相談

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

明治24年～ 大正2年～ 昭和9年～ 戦後～ 戦後～ 現在

●会議所の原点である地域ニーズを常に意識し、ニーズに沿った事業を企画・実践していく。
●機動力を高め創意工夫し、時代の変化に対応した行動目標・アクションプランに適宜修正する。
●単年度事業の「成果の見える化」に努めるとともに、アクションプランに対するPDCAサイクルでの検証を行う。

地域を取り巻く環境の変化
◎グローバルな経済情勢の影響

◎中国地方の発展に向けた
　広島市の中枢性強化

地域ニーズの集約と検証

◎「広島商工会議所に対する
　会員満足度・ニーズ調査」の実施

◎各部会・委員会での
　第三次中期行動計画の検証

◎各種実施事業や第三次中期行動計画の
　アクションプランのＰＤＣＡサイクルでの検証

◎社会・経済構造の変化
　(人手不足の深刻化、経営者の高齢化と後継者の
　　不在、IoT・AI等の急速な普及、破壊的イノベーション
　　によるビジネスモデルの変革)



企業を取り巻く環境がめまぐるしく変化し、経営者の抱える課題も、経営革新、販

路拡大、事業承継、海外展開など多様化しているため、他の支援団体・金融機関と

の連携を強化し、高度でキメ細かな支援に取り組む。国の認定を受けた「経営発達

支援計画」に基づき、ハンズオン（伴走型）によるワンストップ支援に全力で取り組

むとともに、職員の資質向上も図る。また、「中小企業再生支援協議会」や「事業引

継ぎ支援センター」を活用し、企業再生、事業承継、Ｍ＆Ａ等の支援を推進する。

日本政策金融公庫をはじめ、信用保証協会や民間の金融機関と連携を密にし、金融商品やニーズの収集を図り、

個々の事業者に最適な融資の斡旋に努める。

商工会議所が地域経済の発展にとって欠かすことのできない存在であり続けるためには、その価値を磨き、広く社

会の賛同を得られるよう努めなければならない。

特に広島商工会議所は広島市の発展に寄与するにとどまらず、広島県商工会議所連合会、中国地方商工会議所連

合会の会頭会議所として中国地域をリードすることが求められている。このため、本所の存在価値の向上は他地域

との比較においても極めて重要な意味を持つ。

地域経済社会にとって有用な情報や政策提言・要望・意見の表明など、所報やホームページ、あるいは新聞・テレビ

をはじめとするマスコミの活用など、あらゆる機会・媒体を通じて常に情報発信に注力し、商工会議所の諸活動につ

いて、会員はもとより企業・市民にも広く知っていただくように努めていく。

また、本所ビル建設の検討については、その果たすべき役割・機能を吟味し、地域経済の発展の拠点として、存在価

値が十分に発揮されるよう検討を進める。

情報発信力の強化と存在価値の向上12

企業の発展と雇用の創造

中小・小規模企業の経営力アップに向けた支援の強化１

「ビジネスネットワーク拡大交流会」において、より具体的な成果が生まれるよう

フォローアップ活動を展開する。また、「ミニ会員交流会」や「個別商談会」を開

催するとともに、関係機関と連携した各種ビジネスフェアや商談会等を開催し、

商談機会の創出に努める。さらに、ＩＣＴの活用による販路開拓を推進するため、

「ザ・ビジネスモール」の登録を促進する。

地域の中小企業支援の一環として、県内製品の拡販活動を行う「郷心会」の活

動強化を図り、「ＢＵＹひろしま」（県内製品愛用運動）を促進し、自動車関連産業

などの県内産業を支援する。

販路開拓に向けたビジネスマッチング事業の拡充2

労働人口の減少が続く中で、経済社会の活力を維持するためには、地域産業を担う人材を確保し、育成すること

が求められる。そのため、地元広島に存在する中小企業の魅力を学生等へいかに発進していくか、行政や教育機

関等と連携し取り組む。

また、働き方改革を推進するため、広島県働き方改革実践企業認定制度を運営するとともに、「働き方改革推進・

働く女性応援会議ひろしま」を積極的に展開する。さらに、ジョブ・カード制度推進事業を通じて中小企業の人材確

保を支援するほか、企業ニーズを捉え、多彩なプログラムと充実したカリキュラムの研修等を提供し、中小企業の

人材育成をサポートしていく。

中小企業における雇用の確保と人材育成の推進3

平成25年3月に策定した第二次「広島商工会議所環境行動計画」に基づき、自ら率先して環境問題に取り組むこ

とはもとより、省エネルギーや資源の有効利用など、中小企業の取り組みを、企業の経営力の強化を図る絶好の機

会としてとらえ、本所会員企業が環境に配慮した経営システムづくりに自主的・継続的に取り組めるよう強力に支

援する。

本所環境行動計画の推進と環境経営の支援強化4

現場に立脚した政策提言活動5
地域経済の持続的な発展に向けて、中小企業支援策の拡充や税制改正、交通

インフラの整備促進等、さらには将来を見据えた産業振興策や地域性を考慮し

た広島独自の要望を取りまとめ、適宜、国や自治体の要路に提出し実現を図っ

ていく。今次計画においては、部会・委員会や会員訪問等を通じた意見聴取に

加え、業界団体や他の経済団体、県内商工会議所等との情報交換により集約

経路のマルチチャネル化を推進する。

会員ニーズに応じた部会事業の推進6
会員や地域から必要とされ続ける地域総合経済団体として、経済社会情勢の潮流や会員ニーズを捉え、特色ある

事業活動に取り組む必要がある。このニーズを踏まえ、各部会（工業、商業、理財、建設業、観光・サービス業、小

売商業、運輸）の方針に基づき、先進事例の研究や視察・講演会・セミナー等の各種事業を展開する。

「都心活性化推進プロジェクト提言2016」で掲げた項目（平和大通りの魅力拡充など）をはじめ、魅力ある都心を目

指し、官民が連携して実現を目指す。また、必要に応じて行政機関等に各種提言・要望等を行う。グローバルＭＩＣＥ

への取り組みとして、具現化に向けた検討と、行政や関係機関との連携にて、ソフト・ハードの両面から推進する。

県や市と一体となり検討しているサッカースタジアムの建設について取り組みを進める。交通渋滞への対応や物流の

効率化等に寄与することが期待される「西広島バイパス都心部延伸事業」の早期再開等、圏域内の広域幹線道路ネ

ットワークの充実・強化を図る。

にぎわいのある街づくりの提案とインフラ整備の促進7

都市づくりの推進とにぎわいの創出

観光振興機関等との連携を強化し、2020年東京オリンピック・パラリンピックの

開催も視野に入れつつ、インバウンド事業を推進する。また、中心市街地の夜

の賑わいづくりでは、「ひろしま夜神楽」の旅行商品化による誘客を引き続き取

り組む。

「ひろしまフラワーフェスティバル」をはじめとする観光イベントへの継続した協

力や、スポーツ・文化を通じた観光客の誘致拡大を図るとともに、地域一体とな

ったホスピタリティ醸成に係る諸事業に取り組む。

地域資源を活かした国内外観光客の誘致拡大8

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、体験型修学旅行の誘致拡大を進めるとともに、民泊家庭の開拓

等、受入地域と協力して受入体制の整備を推進する。併せて、近隣都市商工

会議所や中枢拠点都市圏商工会議所との交流事業を実施し、現状や課題に

ついて協議するとともに地域間交流の促進を図る。

広域連携を通じた観光・経済交流と地域づくりの推進9

地域総合経済団体として力を発揮していくためには、今後とも組織基盤を維持・拡大することが不可欠であり、引

き続き会員増強を推進する。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、引き

続き事務局職員全体で取り組む｢会員増強プロジェクト｣の活動を強化させ、2020年度末に10,100会員を目指す。

また、会員ネットワークの一環として女性会・青年部・支店長会の活動を積極的に展開し、会員相互の交流・親睦を

深め、人的ネットワークの拡大を図る。

会員増強の推進と会員ネットワークの強化10

商工会議所は、中小企業の活力強化と地域活性化をめざして諸事業を展開しているが、個々の会員にとっては加入

の直接的なメリットが得られることも重要となってきている。

このため、会員訪問等を通じて会員ニーズの把握に努めるとともに、会員サービス事業の種類・内容を検討し、メニ

ューのブラッシュアップを図ることにより満足度の向上をめざす。また、会員サービス事業の主力と位置づける生命

共済制度については、維持・拡大に努める。

会員満足度の向上をめざすサービス事業の推進11

　広島商工会議所は、明治 24 年（1891 年）の創立以来、広島の商工業者とともに歩み、

地域総合経済団体として地元経済の発展に全力を尽くして参りました。

　時代の変遷の中で、地域や会員のニーズに応えるべく本所が取り組んできた「建議・

要望」「人材育成」「経営相談」は、今日も事業活動の根幹を成しており、さらには「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」と、活動領域は

多様化し、大きく広がってきております。

　こうした状況の下で、本所では、第一次から第三次にわたり中期行動計画を策定し

てきたところでありますが、第三次中期行動計画の策定から３年の間に、中小企業を取

り巻く環境は大きく様変わりいたしました。

　人口減少・少子高齢化の問題は、足元では人手不足の深刻化を招くとともに、働き

方改革の推進や持続可能な社会保障制度の再構築が求められ、国内市場の変化・縮

小や経営者の高齢化・後継者問題にも波及しております。また、ＡＩやＩｏＴ等に代表され

るＩＴ化の急速な進展は、生産性の向上を促す有効なツールとして認識されておりますが、

他方ではビジネスや企業組織のあり方を急激に変えてしまう懸念も孕んでおります。

　第四次中期行動計画では、こうした環境変化に伴う諸課題への取り組みを、４つの

行動目標「企業の発展と雇用の創造」、「産業界の声の具現化」、「都市づくりの推進

とにぎわいの創出」、「組織基盤の強化」と 12 のアクションプランに整理し、具体的な

事業を企画立案・実施により対応を図って参ります。

　また、今般の計画期間は、本所が 130 周年（2021 年度）を迎える直前の３年間であり、

商工会議所の伝統を礎にしつつ、時代の要請に応える変革を実現しながら新たな一歩

を踏み出す行動計画として展開して参りますので、皆さまのご理解、ご協力をお願い申

しあげます。

策定にあたって 産業界の声の具現化

組織基盤の強化

会頭

深山 英樹
副会頭

稲本 信秀
副会頭

田中 秀和
副会頭

渡部 伸夫
副会頭

木村 祭氏
副会頭

廣田 亨
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◎各種実施事業や第三次中期行動計画の
　アクションプランのＰＤＣＡサイクルでの検証

◎社会・経済構造の変化
　(人手不足の深刻化、経営者の高齢化と後継者の
　　不在、IoT・AI等の急速な普及、破壊的イノベーション
　　によるビジネスモデルの変革)
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広島商工会議所
第四次中期行動計画

　（2018～2020年度）

会員とともに
広島の飛躍を目指す

～130年の伝統を礎に会員１万人の新たな挑戦～

広島商工会議所
The Hiroshima Chamber of Commerce and Industry

行動理念　会員とともに広島の飛 躍を目指す～130年の伝統を礎に会員１万人の新たな挑戦～」

 理念実現の
ための行動目標
〔4項目〕

行動目標に向けた
アクションプラン〔12項目〕

中小・小規模企業の経営力アップに向けた支援の強化

販路開拓に向けたビジネスマッチング事業の拡充

中小企業における雇用の確保と人材育成の推進

本所環境行動計画の推進と環境経営の支援強化

［2018～2020年度］

Ⅲ Ⅳ

商工会議所議員憲章（平成13年11月20日　全国商工会議所役員・議員大会）

第四次中期行動計画

１
2
3
4

現場に立脚した政策提言活動

会員ニーズに応じた部会事業の推進

5

6

にぎわいのある街づくりの提案とインフラ整備の促進

地域資源を活かした国内外観光客の誘致拡大

広域連携を通じた観光・経済交流と地域づくりの推進

7

8

9

会員増強の推進と会員ネットワークの強化

会員満足度の向上をめざすサービス事業の推進

情報発信力の強化と存在価値の向上

10

11

12

企業の発展と
雇用の創造

産業界の
声の具現化

組織基盤の
強化

都市づくりの推進と
にぎわいの創出

行動理念 「会員とともに広島の飛 躍を目指す～130年の伝統を礎に会員１万人の新たな挑戦～」

存在意義 〔ニーズに応じて拡大〕

第四次中期行動計画広島商工会議所 

Ⅰ

Ⅱ

建議・要望

人材育成

経営相談

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

明治24年～ 大正2年～ 昭和9年～ 戦後～ 戦後～ 現在

●会議所の原点である地域ニーズを常に意識し、ニーズに沿った事業を企画・実践していく。
●機動力を高め創意工夫し、時代の変化に対応した行動目標・アクションプランに適宜修正する。
●単年度事業の「成果の見える化」に努めるとともに、アクションプランに対するPDCAサイクルでの検証を行う。

地域を取り巻く環境の変化
◎グローバルな経済情勢の影響

◎中国地方の発展に向けた
　広島市の中枢性強化

地域ニーズの集約と検証

◎「広島商工会議所に対する
　会員満足度・ニーズ調査」の実施

◎各部会・委員会での
　第三次中期行動計画の検証

◎各種実施事業や第三次中期行動計画の
　アクションプランのＰＤＣＡサイクルでの検証

◎社会・経済構造の変化
　(人手不足の深刻化、経営者の高齢化と後継者の
　　不在、IoT・AI等の急速な普及、破壊的イノベーション
　　によるビジネスモデルの変革)



企業を取り巻く環境がめまぐるしく変化し、経営者の抱える課題も、経営革新、販

路拡大、事業承継、海外展開など多様化しているため、他の支援団体・金融機関と

の連携を強化し、高度でキメ細かな支援に取り組む。国の認定を受けた「経営発達

支援計画」に基づき、ハンズオン（伴走型）によるワンストップ支援に全力で取り組

むとともに、職員の資質向上も図る。また、「中小企業再生支援協議会」や「事業引

継ぎ支援センター」を活用し、企業再生、事業承継、Ｍ＆Ａ等の支援を推進する。

日本政策金融公庫をはじめ、信用保証協会や民間の金融機関と連携を密にし、金融商品やニーズの収集を図り、

個々の事業者に最適な融資の斡旋に努める。

商工会議所が地域経済の発展にとって欠かすことのできない存在であり続けるためには、その価値を磨き、広く社

会の賛同を得られるよう努めなければならない。

特に広島商工会議所は広島市の発展に寄与するにとどまらず、広島県商工会議所連合会、中国地方商工会議所連

合会の会頭会議所として中国地域をリードすることが求められている。このため、本所の存在価値の向上は他地域

との比較においても極めて重要な意味を持つ。

地域経済社会にとって有用な情報や政策提言・要望・意見の表明など、所報やホームページ、あるいは新聞・テレビ

をはじめとするマスコミの活用など、あらゆる機会・媒体を通じて常に情報発信に注力し、商工会議所の諸活動につ

いて、会員はもとより企業・市民にも広く知っていただくように努めていく。

また、本所ビル建設の検討については、その果たすべき役割・機能を吟味し、地域経済の発展の拠点として、存在価

値が十分に発揮されるよう検討を進める。

情報発信力の強化と存在価値の向上12

企業の発展と雇用の創造

中小・小規模企業の経営力アップに向けた支援の強化１

「ビジネスネットワーク拡大交流会」において、より具体的な成果が生まれるよう

フォローアップ活動を展開する。また、「ミニ会員交流会」や「個別商談会」を開

催するとともに、関係機関と連携した各種ビジネスフェアや商談会等を開催し、

商談機会の創出に努める。さらに、ＩＣＴの活用による販路開拓を推進するため、

「ザ・ビジネスモール」の登録を促進する。

地域の中小企業支援の一環として、県内製品の拡販活動を行う「郷心会」の活

動強化を図り、「ＢＵＹひろしま」（県内製品愛用運動）を促進し、自動車関連産業

などの県内産業を支援する。

販路開拓に向けたビジネスマッチング事業の拡充2

労働人口の減少が続く中で、経済社会の活力を維持するためには、地域産業を担う人材を確保し、育成すること

が求められる。そのため、地元広島に存在する中小企業の魅力を学生等へいかに発進していくか、行政や教育機

関等と連携し取り組む。

また、働き方改革を推進するため、広島県働き方改革実践企業認定制度を運営するとともに、「働き方改革推進・

働く女性応援会議ひろしま」を積極的に展開する。さらに、ジョブ・カード制度推進事業を通じて中小企業の人材確

保を支援するほか、企業ニーズを捉え、多彩なプログラムと充実したカリキュラムの研修等を提供し、中小企業の

人材育成をサポートしていく。

中小企業における雇用の確保と人材育成の推進3

平成25年3月に策定した第二次「広島商工会議所環境行動計画」に基づき、自ら率先して環境問題に取り組むこ

とはもとより、省エネルギーや資源の有効利用など、中小企業の取り組みを、企業の経営力の強化を図る絶好の機

会としてとらえ、本所会員企業が環境に配慮した経営システムづくりに自主的・継続的に取り組めるよう強力に支

援する。

本所環境行動計画の推進と環境経営の支援強化4

現場に立脚した政策提言活動5
地域経済の持続的な発展に向けて、中小企業支援策の拡充や税制改正、交通

インフラの整備促進等、さらには将来を見据えた産業振興策や地域性を考慮し

た広島独自の要望を取りまとめ、適宜、国や自治体の要路に提出し実現を図っ

ていく。今次計画においては、部会・委員会や会員訪問等を通じた意見聴取に

加え、業界団体や他の経済団体、県内商工会議所等との情報交換により集約

経路のマルチチャネル化を推進する。

会員ニーズに応じた部会事業の推進6
会員や地域から必要とされ続ける地域総合経済団体として、経済社会情勢の潮流や会員ニーズを捉え、特色ある

事業活動に取り組む必要がある。このニーズを踏まえ、各部会（工業、商業、理財、建設業、観光・サービス業、小

売商業、運輸）の方針に基づき、先進事例の研究や視察・講演会・セミナー等の各種事業を展開する。

「都心活性化推進プロジェクト提言2016」で掲げた項目（平和大通りの魅力拡充など）をはじめ、魅力ある都心を目

指し、官民が連携して実現を目指す。また、必要に応じて行政機関等に各種提言・要望等を行う。グローバルＭＩＣＥ

への取り組みとして、具現化に向けた検討と、行政や関係機関との連携にて、ソフト・ハードの両面から推進する。

県や市と一体となり検討しているサッカースタジアムの建設について取り組みを進める。交通渋滞への対応や物流の

効率化等に寄与することが期待される「西広島バイパス都心部延伸事業」の早期再開等、圏域内の広域幹線道路ネ

ットワークの充実・強化を図る。

にぎわいのある街づくりの提案とインフラ整備の促進7

都市づくりの推進とにぎわいの創出

観光振興機関等との連携を強化し、2020年東京オリンピック・パラリンピックの

開催も視野に入れつつ、インバウンド事業を推進する。また、中心市街地の夜

の賑わいづくりでは、「ひろしま夜神楽」の旅行商品化による誘客を引き続き取

り組む。

「ひろしまフラワーフェスティバル」をはじめとする観光イベントへの継続した協

力や、スポーツ・文化を通じた観光客の誘致拡大を図るとともに、地域一体とな

ったホスピタリティ醸成に係る諸事業に取り組む。

地域資源を活かした国内外観光客の誘致拡大8

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、体験型修学旅行の誘致拡大を進めるとともに、民泊家庭の開拓

等、受入地域と協力して受入体制の整備を推進する。併せて、近隣都市商工

会議所や中枢拠点都市圏商工会議所との交流事業を実施し、現状や課題に

ついて協議するとともに地域間交流の促進を図る。

広域連携を通じた観光・経済交流と地域づくりの推進9

地域総合経済団体として力を発揮していくためには、今後とも組織基盤を維持・拡大することが不可欠であり、引

き続き会員増強を推進する。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、引き

続き事務局職員全体で取り組む｢会員増強プロジェクト｣の活動を強化させ、2020年度末に10,100会員を目指す。

また、会員ネットワークの一環として女性会・青年部・支店長会の活動を積極的に展開し、会員相互の交流・親睦を

深め、人的ネットワークの拡大を図る。

会員増強の推進と会員ネットワークの強化10

商工会議所は、中小企業の活力強化と地域活性化をめざして諸事業を展開しているが、個々の会員にとっては加入

の直接的なメリットが得られることも重要となってきている。

このため、会員訪問等を通じて会員ニーズの把握に努めるとともに、会員サービス事業の種類・内容を検討し、メニ

ューのブラッシュアップを図ることにより満足度の向上をめざす。また、会員サービス事業の主力と位置づける生命

共済制度については、維持・拡大に努める。

会員満足度の向上をめざすサービス事業の推進11

　広島商工会議所は、明治 24 年（1891 年）の創立以来、広島の商工業者とともに歩み、

地域総合経済団体として地元経済の発展に全力を尽くして参りました。

　時代の変遷の中で、地域や会員のニーズに応えるべく本所が取り組んできた「建議・

要望」「人材育成」「経営相談」は、今日も事業活動の根幹を成しており、さらには「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」と、活動領域は

多様化し、大きく広がってきております。

　こうした状況の下で、本所では、第一次から第三次にわたり中期行動計画を策定し

てきたところでありますが、第三次中期行動計画の策定から３年の間に、中小企業を取

り巻く環境は大きく様変わりいたしました。

　人口減少・少子高齢化の問題は、足元では人手不足の深刻化を招くとともに、働き

方改革の推進や持続可能な社会保障制度の再構築が求められ、国内市場の変化・縮

小や経営者の高齢化・後継者問題にも波及しております。また、ＡＩやＩｏＴ等に代表され

るＩＴ化の急速な進展は、生産性の向上を促す有効なツールとして認識されておりますが、

他方ではビジネスや企業組織のあり方を急激に変えてしまう懸念も孕んでおります。

　第四次中期行動計画では、こうした環境変化に伴う諸課題への取り組みを、４つの

行動目標「企業の発展と雇用の創造」、「産業界の声の具現化」、「都市づくりの推進

とにぎわいの創出」、「組織基盤の強化」と 12 のアクションプランに整理し、具体的な

事業を企画立案・実施により対応を図って参ります。

　また、今般の計画期間は、本所が 130 周年（2021 年度）を迎える直前の３年間であり、

商工会議所の伝統を礎にしつつ、時代の要請に応える変革を実現しながら新たな一歩

を踏み出す行動計画として展開して参りますので、皆さまのご理解、ご協力をお願い申

しあげます。

策定にあたって 産業界の声の具現化

組織基盤の強化

会頭

深山 英樹
副会頭

稲本 信秀
副会頭

田中 秀和
副会頭

渡部 伸夫
副会頭

木村 祭氏
副会頭

廣田 亨



企業を取り巻く環境がめまぐるしく変化し、経営者の抱える課題も、経営革新、販

路拡大、事業承継、海外展開など多様化しているため、他の支援団体・金融機関と

の連携を強化し、高度でキメ細かな支援に取り組む。国の認定を受けた「経営発達

支援計画」に基づき、ハンズオン（伴走型）によるワンストップ支援に全力で取り組

むとともに、職員の資質向上も図る。また、「中小企業再生支援協議会」や「事業引

継ぎ支援センター」を活用し、企業再生、事業承継、Ｍ＆Ａ等の支援を推進する。

日本政策金融公庫をはじめ、信用保証協会や民間の金融機関と連携を密にし、金融商品やニーズの収集を図り、

個々の事業者に最適な融資の斡旋に努める。

商工会議所が地域経済の発展にとって欠かすことのできない存在であり続けるためには、その価値を磨き、広く社

会の賛同を得られるよう努めなければならない。

特に広島商工会議所は広島市の発展に寄与するにとどまらず、広島県商工会議所連合会、中国地方商工会議所連

合会の会頭会議所として中国地域をリードすることが求められている。このため、本所の存在価値の向上は他地域

との比較においても極めて重要な意味を持つ。

地域経済社会にとって有用な情報や政策提言・要望・意見の表明など、所報やホームページ、あるいは新聞・テレビ

をはじめとするマスコミの活用など、あらゆる機会・媒体を通じて常に情報発信に注力し、商工会議所の諸活動につ

いて、会員はもとより企業・市民にも広く知っていただくように努めていく。

また、本所ビル建設の検討については、その果たすべき役割・機能を吟味し、地域経済の発展の拠点として、存在価

値が十分に発揮されるよう検討を進める。

情報発信力の強化と存在価値の向上12

企業の発展と雇用の創造

中小・小規模企業の経営力アップに向けた支援の強化１

「ビジネスネットワーク拡大交流会」において、より具体的な成果が生まれるよう

フォローアップ活動を展開する。また、「ミニ会員交流会」や「個別商談会」を開

催するとともに、関係機関と連携した各種ビジネスフェアや商談会等を開催し、

商談機会の創出に努める。さらに、ＩＣＴの活用による販路開拓を推進するため、

「ザ・ビジネスモール」の登録を促進する。

地域の中小企業支援の一環として、県内製品の拡販活動を行う「郷心会」の活

動強化を図り、「ＢＵＹひろしま」（県内製品愛用運動）を促進し、自動車関連産業

などの県内産業を支援する。

販路開拓に向けたビジネスマッチング事業の拡充2

労働人口の減少が続く中で、経済社会の活力を維持するためには、地域産業を担う人材を確保し、育成すること

が求められる。そのため、地元広島に存在する中小企業の魅力を学生等へいかに発進していくか、行政や教育機

関等と連携し取り組む。

また、働き方改革を推進するため、広島県働き方改革実践企業認定制度を運営するとともに、「働き方改革推進・

働く女性応援会議ひろしま」を積極的に展開する。さらに、ジョブ・カード制度推進事業を通じて中小企業の人材確

保を支援するほか、企業ニーズを捉え、多彩なプログラムと充実したカリキュラムの研修等を提供し、中小企業の

人材育成をサポートしていく。

中小企業における雇用の確保と人材育成の推進3

平成25年3月に策定した第二次「広島商工会議所環境行動計画」に基づき、自ら率先して環境問題に取り組むこ

とはもとより、省エネルギーや資源の有効利用など、中小企業の取り組みを、企業の経営力の強化を図る絶好の機

会としてとらえ、本所会員企業が環境に配慮した経営システムづくりに自主的・継続的に取り組めるよう強力に支

援する。

本所環境行動計画の推進と環境経営の支援強化4

現場に立脚した政策提言活動5
地域経済の持続的な発展に向けて、中小企業支援策の拡充や税制改正、交通

インフラの整備促進等、さらには将来を見据えた産業振興策や地域性を考慮し

た広島独自の要望を取りまとめ、適宜、国や自治体の要路に提出し実現を図っ

ていく。今次計画においては、部会・委員会や会員訪問等を通じた意見聴取に

加え、業界団体や他の経済団体、県内商工会議所等との情報交換により集約

経路のマルチチャネル化を推進する。

会員ニーズに応じた部会事業の推進6
会員や地域から必要とされ続ける地域総合経済団体として、経済社会情勢の潮流や会員ニーズを捉え、特色ある

事業活動に取り組む必要がある。このニーズを踏まえ、各部会（工業、商業、理財、建設業、観光・サービス業、小

売商業、運輸）の方針に基づき、先進事例の研究や視察・講演会・セミナー等の各種事業を展開する。

「都心活性化推進プロジェクト提言2016」で掲げた項目（平和大通りの魅力拡充など）をはじめ、魅力ある都心を目

指し、官民が連携して実現を目指す。また、必要に応じて行政機関等に各種提言・要望等を行う。グローバルＭＩＣＥ

への取り組みとして、具現化に向けた検討と、行政や関係機関との連携にて、ソフト・ハードの両面から推進する。

県や市と一体となり検討しているサッカースタジアムの建設について取り組みを進める。交通渋滞への対応や物流の

効率化等に寄与することが期待される「西広島バイパス都心部延伸事業」の早期再開等、圏域内の広域幹線道路ネ

ットワークの充実・強化を図る。

にぎわいのある街づくりの提案とインフラ整備の促進7

都市づくりの推進とにぎわいの創出

観光振興機関等との連携を強化し、2020年東京オリンピック・パラリンピックの

開催も視野に入れつつ、インバウンド事業を推進する。また、中心市街地の夜

の賑わいづくりでは、「ひろしま夜神楽」の旅行商品化による誘客を引き続き取

り組む。

「ひろしまフラワーフェスティバル」をはじめとする観光イベントへの継続した協

力や、スポーツ・文化を通じた観光客の誘致拡大を図るとともに、地域一体とな

ったホスピタリティ醸成に係る諸事業に取り組む。

地域資源を活かした国内外観光客の誘致拡大8

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、体験型修学旅行の誘致拡大を進めるとともに、民泊家庭の開拓

等、受入地域と協力して受入体制の整備を推進する。併せて、近隣都市商工

会議所や中枢拠点都市圏商工会議所との交流事業を実施し、現状や課題に

ついて協議するとともに地域間交流の促進を図る。

広域連携を通じた観光・経済交流と地域づくりの推進9

地域総合経済団体として力を発揮していくためには、今後とも組織基盤を維持・拡大することが不可欠であり、引

き続き会員増強を推進する。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、引き

続き事務局職員全体で取り組む｢会員増強プロジェクト｣の活動を強化させ、2020年度末に10,100会員を目指す。

また、会員ネットワークの一環として女性会・青年部・支店長会の活動を積極的に展開し、会員相互の交流・親睦を

深め、人的ネットワークの拡大を図る。

会員増強の推進と会員ネットワークの強化10

商工会議所は、中小企業の活力強化と地域活性化をめざして諸事業を展開しているが、個々の会員にとっては加入

の直接的なメリットが得られることも重要となってきている。

このため、会員訪問等を通じて会員ニーズの把握に努めるとともに、会員サービス事業の種類・内容を検討し、メニ

ューのブラッシュアップを図ることにより満足度の向上をめざす。また、会員サービス事業の主力と位置づける生命

共済制度については、維持・拡大に努める。

会員満足度の向上をめざすサービス事業の推進11

　広島商工会議所は、明治 24 年（1891 年）の創立以来、広島の商工業者とともに歩み、

地域総合経済団体として地元経済の発展に全力を尽くして参りました。

　時代の変遷の中で、地域や会員のニーズに応えるべく本所が取り組んできた「建議・

要望」「人材育成」「経営相談」は、今日も事業活動の根幹を成しており、さらには「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」と、活動領域は

多様化し、大きく広がってきております。

　こうした状況の下で、本所では、第一次から第三次にわたり中期行動計画を策定し

てきたところでありますが、第三次中期行動計画の策定から３年の間に、中小企業を取

り巻く環境は大きく様変わりいたしました。

　人口減少・少子高齢化の問題は、足元では人手不足の深刻化を招くとともに、働き

方改革の推進や持続可能な社会保障制度の再構築が求められ、国内市場の変化・縮

小や経営者の高齢化・後継者問題にも波及しております。また、ＡＩやＩｏＴ等に代表され

るＩＴ化の急速な進展は、生産性の向上を促す有効なツールとして認識されておりますが、

他方ではビジネスや企業組織のあり方を急激に変えてしまう懸念も孕んでおります。

　第四次中期行動計画では、こうした環境変化に伴う諸課題への取り組みを、４つの

行動目標「企業の発展と雇用の創造」、「産業界の声の具現化」、「都市づくりの推進

とにぎわいの創出」、「組織基盤の強化」と 12 のアクションプランに整理し、具体的な

事業を企画立案・実施により対応を図って参ります。

　また、今般の計画期間は、本所が 130 周年（2021 年度）を迎える直前の３年間であり、

商工会議所の伝統を礎にしつつ、時代の要請に応える変革を実現しながら新たな一歩

を踏み出す行動計画として展開して参りますので、皆さまのご理解、ご協力をお願い申

しあげます。

策定にあたって 産業界の声の具現化

組織基盤の強化

会頭

深山 英樹
副会頭

稲本 信秀
副会頭

田中 秀和
副会頭

渡部 伸夫
副会頭

木村 祭氏
副会頭

廣田 亨



企業を取り巻く環境がめまぐるしく変化し、経営者の抱える課題も、経営革新、販

路拡大、事業承継、海外展開など多様化しているため、他の支援団体・金融機関と

の連携を強化し、高度でキメ細かな支援に取り組む。国の認定を受けた「経営発達

支援計画」に基づき、ハンズオン（伴走型）によるワンストップ支援に全力で取り組

むとともに、職員の資質向上も図る。また、「中小企業再生支援協議会」や「事業引

継ぎ支援センター」を活用し、企業再生、事業承継、Ｍ＆Ａ等の支援を推進する。

日本政策金融公庫をはじめ、信用保証協会や民間の金融機関と連携を密にし、金融商品やニーズの収集を図り、

個々の事業者に最適な融資の斡旋に努める。

商工会議所が地域経済の発展にとって欠かすことのできない存在であり続けるためには、その価値を磨き、広く社

会の賛同を得られるよう努めなければならない。

特に広島商工会議所は広島市の発展に寄与するにとどまらず、広島県商工会議所連合会、中国地方商工会議所連

合会の会頭会議所として中国地域をリードすることが求められている。このため、本所の存在価値の向上は他地域

との比較においても極めて重要な意味を持つ。
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情報発信力の強化と存在価値の向上12

企業の発展と雇用の創造
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商談機会の創出に努める。さらに、ＩＣＴの活用による販路開拓を推進するため、

「ザ・ビジネスモール」の登録を促進する。

地域の中小企業支援の一環として、県内製品の拡販活動を行う「郷心会」の活

動強化を図り、「ＢＵＹひろしま」（県内製品愛用運動）を促進し、自動車関連産業

などの県内産業を支援する。

販路開拓に向けたビジネスマッチング事業の拡充2

労働人口の減少が続く中で、経済社会の活力を維持するためには、地域産業を担う人材を確保し、育成すること

が求められる。そのため、地元広島に存在する中小企業の魅力を学生等へいかに発進していくか、行政や教育機

関等と連携し取り組む。

また、働き方改革を推進するため、広島県働き方改革実践企業認定制度を運営するとともに、「働き方改革推進・

働く女性応援会議ひろしま」を積極的に展開する。さらに、ジョブ・カード制度推進事業を通じて中小企業の人材確

保を支援するほか、企業ニーズを捉え、多彩なプログラムと充実したカリキュラムの研修等を提供し、中小企業の

人材育成をサポートしていく。

中小企業における雇用の確保と人材育成の推進3

平成25年3月に策定した第二次「広島商工会議所環境行動計画」に基づき、自ら率先して環境問題に取り組むこ

とはもとより、省エネルギーや資源の有効利用など、中小企業の取り組みを、企業の経営力の強化を図る絶好の機

会としてとらえ、本所会員企業が環境に配慮した経営システムづくりに自主的・継続的に取り組めるよう強力に支

援する。

本所環境行動計画の推進と環境経営の支援強化4

現場に立脚した政策提言活動5
地域経済の持続的な発展に向けて、中小企業支援策の拡充や税制改正、交通

インフラの整備促進等、さらには将来を見据えた産業振興策や地域性を考慮し

た広島独自の要望を取りまとめ、適宜、国や自治体の要路に提出し実現を図っ

ていく。今次計画においては、部会・委員会や会員訪問等を通じた意見聴取に

加え、業界団体や他の経済団体、県内商工会議所等との情報交換により集約

経路のマルチチャネル化を推進する。

会員ニーズに応じた部会事業の推進6
会員や地域から必要とされ続ける地域総合経済団体として、経済社会情勢の潮流や会員ニーズを捉え、特色ある

事業活動に取り組む必要がある。このニーズを踏まえ、各部会（工業、商業、理財、建設業、観光・サービス業、小

売商業、運輸）の方針に基づき、先進事例の研究や視察・講演会・セミナー等の各種事業を展開する。

「都心活性化推進プロジェクト提言2016」で掲げた項目（平和大通りの魅力拡充など）をはじめ、魅力ある都心を目

指し、官民が連携して実現を目指す。また、必要に応じて行政機関等に各種提言・要望等を行う。グローバルＭＩＣＥ

への取り組みとして、具現化に向けた検討と、行政や関係機関との連携にて、ソフト・ハードの両面から推進する。

県や市と一体となり検討しているサッカースタジアムの建設について取り組みを進める。交通渋滞への対応や物流の

効率化等に寄与することが期待される「西広島バイパス都心部延伸事業」の早期再開等、圏域内の広域幹線道路ネ

ットワークの充実・強化を図る。

にぎわいのある街づくりの提案とインフラ整備の促進7

都市づくりの推進とにぎわいの創出

観光振興機関等との連携を強化し、2020年東京オリンピック・パラリンピックの

開催も視野に入れつつ、インバウンド事業を推進する。また、中心市街地の夜

の賑わいづくりでは、「ひろしま夜神楽」の旅行商品化による誘客を引き続き取

り組む。

「ひろしまフラワーフェスティバル」をはじめとする観光イベントへの継続した協

力や、スポーツ・文化を通じた観光客の誘致拡大を図るとともに、地域一体とな

ったホスピタリティ醸成に係る諸事業に取り組む。

地域資源を活かした国内外観光客の誘致拡大8

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、体験型修学旅行の誘致拡大を進めるとともに、民泊家庭の開拓

等、受入地域と協力して受入体制の整備を推進する。併せて、近隣都市商工

会議所や中枢拠点都市圏商工会議所との交流事業を実施し、現状や課題に

ついて協議するとともに地域間交流の促進を図る。

広域連携を通じた観光・経済交流と地域づくりの推進9

地域総合経済団体として力を発揮していくためには、今後とも組織基盤を維持・拡大することが不可欠であり、引

き続き会員増強を推進する。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、引き

続き事務局職員全体で取り組む｢会員増強プロジェクト｣の活動を強化させ、2020年度末に10,100会員を目指す。

また、会員ネットワークの一環として女性会・青年部・支店長会の活動を積極的に展開し、会員相互の交流・親睦を

深め、人的ネットワークの拡大を図る。

会員増強の推進と会員ネットワークの強化10

商工会議所は、中小企業の活力強化と地域活性化をめざして諸事業を展開しているが、個々の会員にとっては加入

の直接的なメリットが得られることも重要となってきている。

このため、会員訪問等を通じて会員ニーズの把握に努めるとともに、会員サービス事業の種類・内容を検討し、メニ

ューのブラッシュアップを図ることにより満足度の向上をめざす。また、会員サービス事業の主力と位置づける生命

共済制度については、維持・拡大に努める。

会員満足度の向上をめざすサービス事業の推進11

　広島商工会議所は、明治 24 年（1891 年）の創立以来、広島の商工業者とともに歩み、

地域総合経済団体として地元経済の発展に全力を尽くして参りました。

　時代の変遷の中で、地域や会員のニーズに応えるべく本所が取り組んできた「建議・

要望」「人材育成」「経営相談」は、今日も事業活動の根幹を成しており、さらには「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」と、活動領域は

多様化し、大きく広がってきております。

　こうした状況の下で、本所では、第一次から第三次にわたり中期行動計画を策定し

てきたところでありますが、第三次中期行動計画の策定から３年の間に、中小企業を取

り巻く環境は大きく様変わりいたしました。

　人口減少・少子高齢化の問題は、足元では人手不足の深刻化を招くとともに、働き

方改革の推進や持続可能な社会保障制度の再構築が求められ、国内市場の変化・縮

小や経営者の高齢化・後継者問題にも波及しております。また、ＡＩやＩｏＴ等に代表され

るＩＴ化の急速な進展は、生産性の向上を促す有効なツールとして認識されておりますが、

他方ではビジネスや企業組織のあり方を急激に変えてしまう懸念も孕んでおります。

　第四次中期行動計画では、こうした環境変化に伴う諸課題への取り組みを、４つの

行動目標「企業の発展と雇用の創造」、「産業界の声の具現化」、「都市づくりの推進

とにぎわいの創出」、「組織基盤の強化」と 12 のアクションプランに整理し、具体的な

事業を企画立案・実施により対応を図って参ります。

　また、今般の計画期間は、本所が 130 周年（2021 年度）を迎える直前の３年間であり、

商工会議所の伝統を礎にしつつ、時代の要請に応える変革を実現しながら新たな一歩

を踏み出す行動計画として展開して参りますので、皆さまのご理解、ご協力をお願い申

しあげます。

策定にあたって 産業界の声の具現化

組織基盤の強化

会頭

深山 英樹
副会頭

稲本 信秀
副会頭

田中 秀和
副会頭

渡部 伸夫
副会頭

木村 祭氏
副会頭

廣田 亨
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広島商工会議所
第四次中期行動計画

　（2018～2020年度）

会員とともに
広島の飛躍を目指す

～130年の伝統を礎に会員１万人の新たな挑戦～

広島商工会議所
The Hiroshima Chamber of Commerce and Industry

行動理念　会員とともに広島の飛 躍を目指す～130年の伝統を礎に会員１万人の新たな挑戦～」

 理念実現の
ための行動目標
〔4項目〕

行動目標に向けた
アクションプラン〔12項目〕

中小・小規模企業の経営力アップに向けた支援の強化

販路開拓に向けたビジネスマッチング事業の拡充

中小企業における雇用の確保と人材育成の推進

本所環境行動計画の推進と環境経営の支援強化

［2018～2020年度］

Ⅲ Ⅳ

商工会議所議員憲章（平成13年11月20日　全国商工会議所役員・議員大会）

第四次中期行動計画

１
2
3
4

現場に立脚した政策提言活動

会員ニーズに応じた部会事業の推進

5

6

にぎわいのある街づくりの提案とインフラ整備の促進

地域資源を活かした国内外観光客の誘致拡大

広域連携を通じた観光・経済交流と地域づくりの推進

7

8

9

会員増強の推進と会員ネットワークの強化

会員満足度の向上をめざすサービス事業の推進

情報発信力の強化と存在価値の向上

10

11

12

企業の発展と
雇用の創造

産業界の
声の具現化

組織基盤の
強化

都市づくりの推進と
にぎわいの創出

行動理念 「会員とともに広島の飛 躍を目指す～130年の伝統を礎に会員１万人の新たな挑戦～」

存在意義 〔ニーズに応じて拡大〕

第四次中期行動計画広島商工会議所 

Ⅰ

Ⅱ

建議・要望

人材育成

経営相談

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

明治24年～ 大正2年～ 昭和9年～ 戦後～ 戦後～ 現在

●会議所の原点である地域ニーズを常に意識し、ニーズに沿った事業を企画・実践していく。
●機動力を高め創意工夫し、時代の変化に対応した行動目標・アクションプランに適宜修正する。
●単年度事業の「成果の見える化」に努めるとともに、アクションプランに対するPDCAサイクルでの検証を行う。

地域を取り巻く環境の変化
◎グローバルな経済情勢の影響

◎中国地方の発展に向けた
　広島市の中枢性強化

地域ニーズの集約と検証

◎「広島商工会議所に対する
　会員満足度・ニーズ調査」の実施

◎各部会・委員会での
　第三次中期行動計画の検証

◎各種実施事業や第三次中期行動計画の
　アクションプランのＰＤＣＡサイクルでの検証

◎社会・経済構造の変化
　(人手不足の深刻化、経営者の高齢化と後継者の
　　不在、IoT・AI等の急速な普及、破壊的イノベーション
　　によるビジネスモデルの変革)


