2018年度 東京商工会議所 事業活動報告
＜中期ビジョン2017-2019＞

＜概要版＞

2019年7月25日
第216回（通常）議員総会承認

「中 小 企 業 の 再 生 に よ る 日 本 経 済 の 成 長 力 底 上 げ を ！」
～140年から新たな歴史へ、挑戦する東商～

「活動の柱」に沿った主な取り組み

（１） 中小企業の絶えざる進化を全力支援

（２） 東京と地方が共に栄える真の地方創生

①多様な人材の活躍推進

①東京・首都圏の国際競争力強化と全国各地への波及

＜外国人材の受入れ拡大が実現＞
・深刻な人手不足を背景に、一定の専門性・技能を
有する外国人材の積極的な受入れと外国人材の
活躍推進を継続的に要望。新たな在留資格の
創設や出入国在留管理庁の設置が盛り込まれた
改正出入国管理法が成立

＜大学等との連携による若者・女性活躍推進＞
・日本女子大学のリカレント教育課程との連携や、
事例集「女性活躍推進のすすめ」を発行
・キャリア教育支援の一環として、各区で支部と
高校の連携によるインターンシップを展開

＜IT化による生産性向上に向けた情報提供＞
・IT化による付加価値向上や業務効率化など、
中小企業の生産性向上に資するセミナーや
体験型ワークショップを多数開催
・ウェブサイト「東商ICTスクエア」をリニューアル。
課題解決に役立つITツールを紹介

・ものづくり企業の現場におけるIoT活用や
SNS活用等の取り組み事例を「見える化」
「SNS・ウェブ活用」「省力化」をキーワードに、
インタビューも交え「実践事例集」として公開

＜円滑な事業承継の促進に向けた環境整備＞
・抜本拡充された事業承継税制に関するセミナー・
説明会を支部を含め多数開催。中小企業による
活用を推進するとともに、国・都に対し円滑な事業
承継実現に向けた要望を実施。税制改正では、
個人事業者向け事業承継税制の創設が実現

＜事業承継事例集の発行＞
・早期の事業承継準備に対する経営者の気づき
と後継者との対話を促すことに着目した「事業
承継事例集」を発行。本格着手時に必要な
「事業承継税制」や相談窓口に関する情報も
合わせて掲載し、取り組みを支援

④競争力強化を後押しする環境整備
・2019年10月に予定される消費増税・軽減税率制度の円滑な
導入に向け、経営相談の現場において、小冊子の訪問配布や
専門家による相談、講習会の開催など多数実施し、事業者の
対応準備を支援

＜国交省水管理・国土保全局との連携協定を締結＞
・会員の防災・減災対策促進による、都市防災力強化
を目的に、国土交通省水管理・国土保全局と「首都・
東京の防災力向上のための連携・協力に関する協定」
を締結。防災施設「荒川ロックゲート」視察など実施

＜企業の防災対策を促進＞
・「企業の防災・減災対策促進キャンペーン」を
展開。23区のハザードマップ等を掲載した防災
対策促進チラシを全会員に配布
・家族との安否確認訓練やBCP策定支援
セミナー、会員企業の防災アンケートを実施

③震災復興・福島再生への取り組み

③円滑な事業承継の推進

＜消費増税・軽減税率制度の円滑な導入に向けた取り組み＞

＜東京の国際競争力強化に関する要望＞
・観光に関する要望を提出。政府の観光ビジョン
実現プログラム・都の実行計画に意見が反映
・東京の国際競争力強化に関して国交省や都に
要望。環状2号線暫定道路開通、インフラ
老朽化対策予算拡充などが実現

②都市防災力の強化

②生産性向上、イノベーションへの挑戦を支援
＜スマートものづくり実践事例集を公開＞

＜るるぶTOKYO23の発刊＞
・23区の観光資源を国内外に発信することを目的に、
観光情報誌「るるぶ特別編集TOKYO23」を発行。
日本語版の他、訪日外国人観光客向けに英語版
を作成（合計４万部）。東京観光情報センターを
はじめ都内主要観光案内所に設置・配布

＜税・知財・中小企業予算等の要望実現＞
・中小企業向け設備投資減税の延長・拡充など
が税制大綱に反映
・知財紛争処理等に関する要望が改正特許法に
反映
・起業家教育やICT化・設備導入の促進等の
要望が都の中小企業向け予算に多数反映

＜正副会頭による福島・被災地現場視察＞

＜熊本・復興応援商談会を開催＞
・熊本地震からの復興を販路の面から支援する
「美味満載！くまもとの食でつなぐKUMAMOTO
×TOKYO商談会」を熊本県益城町で開催。
都内百貨店・スーパー・ホテル等の食品バイヤー
が多数参加し、294件の商談機会を創出

・被災地支援の一環として、「福島県内商工会議所と
の懇談会・視察会」を開催。復興に向けた意見交換
を行った。併せて、災害時対応用ロボット等の実証
試験を行う「ロボットテストフィールド」、福島第一原発
の構内等を視察

（３） オリンピック・パラリンピックの成功
＜店舗でのインバウンド対応力向上を支援＞

＜機運醸成と交通需要マネジメントの周知＞

・増加する外国人観光客の受入れ対応力支援を目的 ・パラリンピック競技「ボッチャ」企業大会開催を通じ、
機運醸成・心のバリアフリーを推進
に、「接客マニュアル」「指でさして会話できるシート」を
作成。訪問等により、商店街・店舗などを中心に都内 ・交通需要マネジメント（TDM）に関して、会員
向けセミナーや相談会の開催による周知促進
8,500先に配布。競技会場所在地商工会議所等
・学生による中小企業魅力発信ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄを展開
とも連携し、広範囲に渡る取り組みを展開

「活動指針」に沿った主な取り組み

現場主義・双方向主義の徹底／本支部連携の強化
＜会頭支部訪問・全支部訪問完了＞
・「現場主義・双方向主義の徹底」の体現として、
2014年より会頭・担当副会頭による支部
訪問・懇談会を実施。2018年度に訪問した
３支部（世田谷・渋谷・足立）で、23支部
全ての訪問を完了

＜本支部一体となった政策要望＞
・労働や税制等のテーマにおいて、本支部意見
交換会を開催し、“生の声”を収集
・要望活動状況の「見える化」推進として、各
支部において「政策要望に関する説明会」を
開催し、政策要望活動状況を共有

＜11年振りの８万会員体制を達成＞
・2018年11月時点で、8万会員を達成（2007年以来11年振り／年度末会員数：80,634件）

会員の声を反映した満足度向上／「商工会議所活動の見える化」
創立１４０周年および新ビル竣工(記念事業)を契機とした活動の展開
＜創立140周年記念事業の展開とビジョン策定＞
・渋沢栄一の足跡を巡る視察会や東商認知度
アンケート実施などの記念事業を実施
・12月3日には、「創立140周年・新ビル落成記念
式典・祝賀パーティ」を開催。「“140（意志を）
つなぐ”東商ビジョン」を策定・公表

＜新ビル竣工を契機とした働き方改革推進＞
・2018年10月に新ビルが竣工。大規模会議や国際
会議が開催可能な「東商グランドホール」をはじめ、
８つの中小貸会議室を設置
・11月の新ビル移転を機に、ペーパーレス会議の導入
など、事務局による働き方改革を推進

2018年度 東京商工会議所 事業活動報告（案）＜概要版＞
２３支部における主な取り組み内容
【 共通目標 】

会頭の支部訪問をはじめとする本・支部間の関係強化 ／ 青年経済人と女性経営者の参画促進

<千代田＞
青年部設立ほか関連事業実施/千代田区の海外姉妹都市提携
に向けた要望書提出/「東商千代田ビジネスフェア」（962名参加）
/会員商品PR事業「お得なご案内」発行/会員交流事業
（北原邸＆ﾌﾞﾘｷのおもちゃ博物館ﾂｱｰ45名、ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ大会
2回・147名、婚活支援事業49名、賀詞交歓会525名参加）

＜東商千代田ビジネスフェア＞

＜中央＞
老舗企業塾運営委員会事業（「老舗を体験！」中央区内
周遊マップの発行、産学連携によるPR動画制作）/青年部
設立（設立時会員数35名）/日本橋髙島屋S．C．
オープン前視察会（31名参加）/吉例顔見世大歌舞伎と
劇場見学ツアー@歌舞伎座（90名参加）

←
＜「老舗を体験！」
中央区内周遊
マップ＞

＜港＞
青年部活動（視察会・伊勢商議所青年部との交流、ラグビー
W杯関連講演会（82名参加）、秩父宮ラグビー場見学・講演会）
/発明・工作出張授業（延べ140組参加）/女性経営者交流会
（ブロック内支部共催・63名参加）/防災・減災に関わる対策の
最新情報・視察・講演会（災害対策委員会共催・67名参加）

＜青年部設立祝賀会＞

＜目黒＞
冊子「女性活躍推進のすすめ」とクリアファイルを発行/都立第一
商業高校へ社会人講師派遣（3回）/青年部「気仙沼視察
研修会」/BCP 策定支援事業講習会（38名参加）/
女性経営者交流会（城南ブロック連携・63名参加）/
独身者交流会（45名参加）

← ＜冊子「女性
活躍推進の
すすめ」＞

＜大田＞
高校キャリア教育「社長と語ろう」へ会員企業が参加（区報にて
紹介）/大田区シティプロモーション戦略に支部の意見が反映/
工業・工業技術分科会と川崎商工会議所第2第3工業分科会
との視察交流会を初めて実施

＜秩父宮ラグビー場見学・講演会＞

＜新宿＞
「外国人留学生に関するアンケート」調査（回答数397件）/
ビジネス交流会（3回・延べ180名参加）/新宿ビジネスプラン
コンテスト（区内４大学で起業家育成講演会378名参加、
コンテスト応募34件、最終審査会・交流会113名参加
＜新宿ビジネスプランコンテスト＞

＜文京＞
文京区の産業振興に関する要望/夏季役員・評議員懇談会を
箱根で開催/他支部と連携したビジネス交流会（2回・136名
参加）/金融個別相談会の開催（6回・延べ51名参加）
/東商文京アワード（都立工芸高校の生徒作品を展示
紹介・表彰

＜品川＞
支部青年部設立総会・祝賀会（青年部員42名、来賓40名
出席）/働く女性の交流会in品川（初開催・31名参加）/
オリパラを見据えた品川の魅力再発見「歴史・文化交流会」
（19名参加）/夏季会員交流会（167名参加）/本部や
品川区への政策要望（3本作成）

＜北＞
「TOKYO 北区時間2018～このまちの一歩奥へ～」の発刊
（22,000部）/東洋大学との連携によるインバウンド対策事業の
実施/文部科学省との連携にて、連続イベント「先端研究機関
からの招待状2」開催（4回・延べ160名参加）/婚活イベント
→ ＜冊子「TOKYO
「あらかわもんじゃ・北区おでんコン!」（46名参加）

北区時間2018」＞

＜荒川＞
青年部事業（定期的な例会(勉強会・交流会)、スポーツ例会、
講演会、見学会、他支部青年部との交流）/荒川区自然科学
フォーラム（講義102名参加、見学会19名参加））/第20回
記念あらかわ産業人交流ゴルフ大会（101名参加）/荒川工業
高校との連携事業（インターンシップ、社会人講師派遣）

＜荒川区自然科学フォーラム＞

＜練馬＞
練馬野菜による飲食・小売店活性化事業/区産業振興等に
関する要望、区議・区長との懇談会/青年部設立総会の開催
（37名出席）/インターンシップ・職場体験支援事業（都立練馬
工業高校（149名、80社参加）、都立第四商業高校（191名、
→ ＜冊子「練馬
97社参加）、社会人講師による職種別キャリア教育
野菜物語」＞
授業の実施）

＜女性部会30周年記念式典＞

＜高校キャリア教育「社長と語ろう」＞

＜世田谷＞
新東京丸乗船視察会（40名参加）/SUBARU工場視察会
（26名参加）/中学生を対象とした会計セミナー（38名参加）
/世田谷産業情報誌発行（年4回景況調査掲載）/障害者
就労支援事業/青年部特別講演会・交流会（81名参加）
/会員親睦ゴルフ大会（108名参加）

＜墨田＞
墨田区への政策要望の実施、区長との懇談会/若年人材
に向けたものづくり中小・小規模事業者魅力発信事業
「まんがでわかる すみだの会社～未来を技術で切り開こう～」
作成/青年部活動によるマンガ冊子「発見！この街 すみだの
仕事2～人がつながる 笑顔がつながる～」作成

← ＜冊子
「すみだの
会社」＞

＜中学生対象の会計セミナー＞

＜足立＞
若手経営者ゼミナール（2回・22名参加）/青年部による地域
貢献事業（あだち区民まつり出展、婚活事業）/産学公連携
促進事業（あだちメッセ）、ドローン研究会操縦勉強会
（19名参加）/足立区内菓子製造販売店舗紹介冊子
← ＜「渋谷
→ ＜冊子
一駅散歩」 「お菓子なアダチ」発行/女性経営者交流会（18名参加）
「お菓子
PRポスター＞

＜東商文京アワード(作品展示)＞

← ＜冊子
「浅草花街
いろは」＞

← ＜冊子「健康
長寿ビジネス
成功のカギ」＞

＜江東＞
区の産業振興政策への要望及び区長・区議との懇談会
（71名参加）、都議会議員との懇談会（32名参加）/
女性部会30周年記念演奏会（39名参加）、式典・
懇親会（45名参加）/青年部設立総会（27名参加）

＜渋谷＞
区内の駅間を歩いて散策するための「渋谷一駅散歩」MAPを
作成し、ウェブサイトで公開（5ルート）/青年部の設置
（設立時会員数34名）/東京都立第一商業高等学校に
おける教育支援事業により商工会議所活動の見える化を推進

＜台東＞
観光客の区内回遊性向上に資する産業政策委員会の取り
組み（①モニターツアー・調査、②冊子「浅草花街いろは」
発行）/「人材」をテーマとした取り組み（①インターンシップ
活用法セミナー(83名参加)・都立蔵前工業高校生徒を
対象とした就業体験受入事業(12社参加)、②都立工芸
高等学校視察会(21名参加)）

＜板橋＞
会員増強・会員紹介運動（入会213件）/ベトナム・カンボジ
ア現地事情（外国人労働力）視察会（13名参加）/
青年部設立総会（57名参加）/健康寿命延伸支援ビジネス
普及啓発セミナー（全2回・延べ165名参加）/「中小企業の
事例に学ぶ 健康長寿ビジネス成功のカギ」（3,000部発行）
/区政への要望書提出

＜中野＞
「世界とconnectする中野企業 事例集」の発刊（5,000部）/
アニメ・サブカル地域ブランディング事業（アニメフェスｉｎ中野・
延べ765名参加）/世界ビトになろう～社長出前授業～
→ ＜「世界と
（区内5小中学校にて実施・延べ488名参加）
connectする
中野企業
事例集」＞

＜杉並＞
青年部設立（設立時会員数63名）ならびにオリパラ機運醸成
事業/地域特性を活かした魅力発信事業（中野×杉並アニメ・
サブカルブランディング事業、ご当地カレープロジェクトの推進
(カレーなる戦いin杉並・年2回)、防犯カメラ設置促進事業等）
/杉並区政への要望ならびに区長・区議団との懇談会

なアダチ」＞

＜葛飾＞
会員増強運動123件/青年部交流事業の実施
（デザイン・フェスタ、ドローン体験飛行の視察会等）/創業
セミナー(延べ75名参加)/葛飾ブランド3社認定・KITTE
販売会（9,293名来場）/産業フェア（91,000名来場）
/バイヤーのための葛飾ものづくり企業ガイドブック2018の発行
（2,500部）
＜江戸川＞
人手不足対策・人材活性化事例集を発行（区内外の
小規模事業者等に4,000冊を配布）/城東5支部及び
浦安商工会議所主催による就職情報面接会（企業・
高校合わせて243名参加）/中小企業のＩＴ化支援のため、
パソコン講習会を開催（74回・延べ643名参加）

＜青年部設立総会・祝賀会＞

＜豊島＞
支部設立50周年記念式典・祝賀パーティー（307名出席）
・記念誌制作/としまビジネスプランアワード（応募総数23件）/
第16回FC東京サッカークリニック（142名参加）/としまおやこ
コンサート（650名参加）/経営者交流会「飛騨・高山視察会」
（11名参加）

＜支部設立50周年記念式典＞

＜葛飾ブランド認定証授与式＞

← ＜「人手不足
対策・人材活性
化事例集」＞

