
姫路商工会議所 ２０１９年度事業報告〔概要〕



新体制発足、新たな３ヵ年中期計画に基づき活動

【新スローガン】

変革への行動
100周年に向け、さらに信頼される商工会議所を目指して
会員に寄り添い、地域の可能性と魅力を発信する

【重点項目】
★働き方改革・税制改正等への企業対応支援

★中小企業強靭化（BCP）の推進

★早期・計画的な事業承継支援の強化

★次世代産業としての観光産業育成に向けた取り組み

★持続可能なものづくり・まちづくりへの取り組み

★地域唯一の総合経済団体として積極的な意見活動

★設立100周年事業の具体化

【取り組みテーマ】
✦企業力の向上
事業所に対する伴走型経営支援の拡充
✦地域力の向上
地域活性化に向けた取り組み及び行政への提言力の強化
✦会員サービス力の向上
設立100周年を見据えた中・長期的な成長戦略と基盤整備 -1-
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創業支援

創業ステーションによる支援

創業支援・事業承継支援に関するワンストップ窓口
「姫路創業ステーション」事業を実施。
計画書の作成支援や経理指導、融資の紹介等を行った。
・相談件数７６２件、うち相談後、創業した事業所1３７件
・創業計画作成支援３７３件

また、創業予定者に対してセミナーを定期的に開催し、
創業に必要な知識・情報の提供および人的ネットワーク
の形成支援を行った。
・創業セミナー５回、受講者１３１名
・スタートアップセミナー１回、受講者３５名

企業力の向上
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事業承継支援

〈事業承継相談窓口〉
公的機関と連携したワンストップ窓口とし

て、事業承継に関するサポートを実施した。

（相談件数 １７１件）

併せて、個人版事業承継税制に関して、広報

媒体による情報発信を行った。

さらに、こうした取り組みに対し、更なる

支援強化を兵庫県・姫路市へ要望した。

【2019年度】市内企業の事業承継に関する調査
当所の事業承継支援への活用を目的に、中小企業の事業承継の取

り組み状況や、事業承継を行うにあたっての障害・課題等につい
て、調査を実施した。（調査年月:2020年3月）
（対象：5,258社 回答：962社）

姫路商工会議所 ２０１９年度事業報告〔概要〕企業力の向上

【調査:事業承継の検討状況】

【所報特集記事】

【調査:事業承継を進めるにあたっての障害・課題】
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小規模事業者持続化補助金（国）

当所 全国 当所 全国 当所 全国 当所 全国 当所 全国 当所 全国 当所 全国 当所 全国

相談件数 97 - 59 - 187 - 142 - 99 - 233 - 191 - 75 -

申請件数 74 14,443 42 6,725 122 18,533 70 13,855 54 9,357 73 13,563 80 15,202 17 4,964

採択件数 34 5,259 38 4,292 60 6,136 43 6,402 17 2,649 62 8,804 78 13,099 17 5,508

採択率 45.9% 36.4% 90.5% 63.8% 49.2% 33.1% 61.4% 46.2% 31.5% 28.3% 84.9% 64.9% 97.5% 86.2% 100.0% 90.1%

2015年5月 2015年7月 2016年5月 2017年1月 2019年6月2017年5月 2018年5月 2020年3月

経営指導員による巡回、窓口相談指導、専門家派遣

【経営指導員 巡回：5,962件、窓口：8,446件】 （計14,408件）

年間7,000事業所（地区外除く）の相談対応を目標に掲げ、
巡回活動においては、地区担当職員を中心として訪問・

支援活動に取り組んだ。

また、窓口では経営全般にかかる相談や専門相談に応じた。

さらに、１月には「新型コロナウイルスに関する経営相談

窓口」を設置し、各種相談に応じた。より専門性の高い相

談内容に対しては、税理士や中小企業診断士等の専門家と

連携し、これに対応した。

その他、小規模事業者持続化補助金等の申請支

援をはじめ、各種事業計画の策定支援に積極的

に取り組んだ。

2016年度 2017年度 2018年度 2019年度

相談対応事業所数 4364 6576 6317 6095

巡回活動件数 6233 7310 6929 5962

窓口相談件数 4613 6321 7346 8446
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【小規模事業者持続化補助金 申請支援実績】



組織基盤の強化に向けた取り組み

会員増強の推進 【会員数７期連続で増加】

日頃の巡回活動を中心とした当所サービスの普及活動や各種広報によるPR、会員紹介

キャンペーン等を通じて積極的な会員増強運動を展開した結果、今期は276件の新入会

を獲得した。 （うち、会員からの紹介による入会167件）

廃業・倒産といった259件の退会件数を上回り、会員数は７期連続の増加となった。
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人材確保・育成に関する支援

人材採用に関する実態把握
中小企業が直面している課題を整理し、今後の意見活動に反映させることを目的に、人材採用に関する調査を実

施した。（対象：5,022社 回答：1,159社）

［主な結果］

・採用状況については、昨年対比では若干の回復傾向が見られたものの、依然として売り手市場が続いており

企業にとっては厳しい状況となっている。

姫路商工会議所 ２０１９年度事業報告〔概要〕企業力の向上

会員事業所のビジネス総合支援
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人材確保・育成に関する支援

人材育成支援（セミナー等）の実施
階層別研修や分野別研修を実施した。

また、新春経済講演会をはじめとする、各種講演会を開催した。

（新入社員・職種・階層別研修 35講座、受講者：1,200名）

福利厚生事業①（人間ドック・ＰＥＴ検査）
定例の簡易人間ドック事業を実施した。（受診者数：1,097名）

また、高度な健康診査であるＰＥＴ検査も継続実施した。

福利厚生事業②（各種共済・保険）
会員の経営者や従業員を対象とした、生命共済制度、

特定退職金共済制度、業務災害補償プランをはじめとする

共済制度など、各種保障・補償の充実及び普及促進活動を実施した。

姫路商工会議所 ２０１９年度事業報告〔概要〕企業力の向上

加入状況（事業所数） 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度

生命共済制度 1,404 1,328 1,307 1,261

特定退職金制度 679 660 648 650

業務災害補償プラン 476 580 693 759

ビジネス総合保険 － 234 348 490

労働保険事務代行 305 323 349 368
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人材確保・育成に関する支援

トライやる・ウィークの実施
地元企業への関心・愛着をもってもらい、将来の
地元就職へのきっかけづくりとなるよう、中学生
を対象に地元企業見学「トライやる・ウィーク」
を実施した。

各種検定の実施
【日本商工会議所・東京商工会議所検定 申込者数】 【姫路検定の実施】

金融業界をはじめ企業からの団体受験申し

込みがあり、2019年度（第16回）は

489名の申し込みがあった。

姫路商工会議所 ２０１９年度事業報告〔概要〕企業力の向上

（見学先：グローリー㈱ ／ ㈱ニチリン）

日本商工会議所検定 2017 2018 2019

珠算 1,398 1,459 1,482

簿記 2,314 2,061 2,352

リテールマーケティング（販売士） 157 152 142

PC（文書・データ・プレゼン） 138 121 138

東京商工会議所 2017 2018 2019

カラーコーディネーター 125 95 96

ビジネス実務法務 153 129 142

福祉住環境コーディネーター 359 291 298

eco 138 134 127

ビジネスマネジャー 92 109 77

62
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679

743 735 708
606

489

第8回 第9回 第10回 第11回 第12回 第13回 第14回 第15回 第16回

姫路検定申込者数
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人材確保・育成に関する支援

働き方改革への企業対応支援
４月より施行された「働き方改革関連法」に関して、中小企業がその対応を円滑に進められる

よう、セミナーの開催や所報での情報提供を行った。

①セミナー名：わかりやすい！働き方改革関連法～今、企業が対応すべきポイント～

参加者数：51名

内容：１．働き方改革関連法の概要

２．同一労働同一賃金と会社を守る就業規則

３．長時間労働の是正

②セミナー名：今さら聞けない！？働き方改革基本の「き」

参加者数：43名

内容：１．時間外労働の上限規制について

２．年次有給休暇の時季指定義務について

３．同一労働同一賃金について 他

また、専門家と連携して「働き方改革相談窓口」を開設し、事業者支援に取り組んだ。

開設日：7月2日

開催日：毎週火曜日（13時～17時）

相談件数：28件

姫路商工会議所 ２０１9年度事業報告〔概要〕企業力の向上



ＩＴ化支援
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ＩＴ活用に関する相談に対し、
その課題に応じた情報提供や
相談対応を行った。
（相談・指導対応：64件）
主な支援内容：
・ＩＴ関連補助金申請支援
・ホームページ作成支援
・各種システム更新支援
・セキュリティ対策支援

ＩＴトピックスの紹介
所報掲載 ６回

姫路商工会議所 ２０１9年度事業報告〔概要〕企業力の向上

ＩＴ相談窓口 ＩoＴ・ＲＰＡセミナーの開催
参加者数：102名

ＩＴ活用事例紹介

グローバル化支援

外国人材活用スタートアップ

セミナーの開催
参加者数：179名

外国人材活用に関する情報提供

所報にて、外国人材採用のトレンドや

入管法改正のポイントについての情報

提供、および外国人材を活用している

事業所の事例紹介を行った。

海外展開相談窓口

海外展開相談窓口「アドバイザー

制度」による会員事業所のグロー

バル化支援を、播磨国際協議会と

連携し実施した。 海外トピックス（海外こぼれ

話）の紹介

所報掲載 １２回
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販路拡大支援

“はりまもん”商談マーケットの開催

域内経済の活性化を図るため、域内で生産・販売するサプライヤーと
域内に販売網を持つバイヤーとの商談会を開催した。
開催日：7月30日
場所：姫路商工会議所
参加者：①バイヤー 21社／②サプライヤー 67社
商談数：229件

会員ビジネス交流会の開催

姫路商工会議所会員を対象に、参加者

間の人脈拡大や新たなビジネスチャンス

を生み出す場として姫路商工会議所会員

ビジネス交流会を開催した。

（参加者：2回 計104名）

姫路商工会議所 ２０１9年度事業報告〔概要〕企業力の向上
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「ひめじ商工会議所報」による事業所紹介の充実

ひめじ商工会議所報を通じて、会員事業所のPR発信を行った。

2019年度 掲載事業所数 １９２件

キラ☆星企業 ７件 Step to the future ５件
夢をカタチに １２件 会員ひろば １４４件
OKAWARI日記 ２４件

姫路商工会議所 ２０１9年度事業報告〔概要〕企業力の向上

OKAWARI日記

職員がお勧めするランチ紹介

キラ☆星企業

「キラッ」と光る事業所紹介

Step to the future

当所支援先の事例紹介

夢をカタチに

当所創業支援先の紹介

会員ひろば

無料情報発信コーナー
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法改正対応に向けた事業所支援

消費税率引上げや軽減税率制度等、法改正への対応を会員事業所が円滑に対応できるよう、
対策セミナーの実施及び、所報にて関連情報をタイムリーに発信した。

プレミアム付商品券の発行

姫路商工会議所 ２０１9年度事業報告〔概要〕企業力の向上

消費税率引上げへの対応として、消費喚起を目的に
「姫路市プレミアム付商品券」発行事業を実施した。

参加店舗数 1,383店舗
販売冊数 233,115冊
販売総額 1,165,575,000円
うちプレミアム額 233,115,000円



姫路経済研究所①

地域経済活性化に向けた事業活動の基礎資料を

整備するため、企業を取り巻く環境や企業経営に

必要な各種情報の収集・分析・調査を実施。
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景気動向調査

当所会員企業を対象に、四半期ごとに企業実態と

動向を把握。景気情報として会員企業に提供する

とともに、今後の政策提言・要望活動に活用。

（調査企業 約5,000件 回答率 約25％）

［景気動向調査］業況ＤＩの長期推移

特別調査

会員の企業活動に大きな影響を与えうる事業に

ついて調査。

今年度は、
・消費税率の引き上げに伴い実施される「軽減
税率制度」に関する調査

・働き方改革に関する調査
・人材採用・人件費に関する調査
・新型コロナウイルス拡大に関する影響調査
について調査した。

第4四半期の景況感は、新型コロナウイルス感染拡大の影響
により大幅に悪化。リーマンショック時や消費税率引上げ時の悪
化幅を上回る調査開始以来最大の下げ幅を記録した。

姫路商工会議所 ２０１9年度事業報告〔概要〕地域力の向上



姫路経済研究所②
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数字で見る姫路経済
姫路経済の情勢を把握するため、人口、産業構

造などの指標・グラフをまとめ、「数字で見る

姫路経済2019」として刊行した。

姫路市内企業の危機対応に関する調査
中小企業の緊急事態の想定や事業継続計画（ＢＣＰ）

など、危機対応に関する取り組み状況について実態把

握を行った。

姫路の経済指標調査
姫路市内の月別の経済状況を把握するため、

主要な経済指標を収集し、その結果を公表した。

姫路商工会議所 ２０１9年度事業報告〔概要〕地域力の向上
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姫路ものづくり支援センターにおける相談事業の拡充

専門ディレクターを中心に、補助金申請や大企業へのシーズ提案等情報提供等を積極的に行った。

また、県立大・姫路市・兵庫県との連携を強化し、姫路のものづくり支援のプラットフォーム化に取り組んだ。

県の産業支援機関（ひょうご科学技術協会・ひょうご産業活性化センター）

との連携により、姫路のワンストップ窓口としての機能充実を図った。

支援施策や成長産業・新産業、生産性向上など、タイムリーなテーマで

セミナーを開催した。（計１３回開催、延６３４名参加）

また、ものづくり補助金をはじめとする公的支援制度の活用支援や、

相談内容に応じた相談先・連携先紹介等を行った。

ものづくり補助金申請支援状況（2016年～2019年）

姫路商工会議所 ２０１9年度事業報告〔概要〕地域力の向上

1734
1665

1720

1608

2016年度 2017年度 2018年度 2019年度

ものづくり支援センター相談件数

当所 全国 当所 全国 当所 全国

相談件数 78 36 49

申請件数 41 42,176 21 23,467 35 20,803

採択件数 15 14,105 11 11,914 11 9,531

採択率 36.6% 33.4% 52.4% 50.8% 31.4% 45.8%

2018年度 2019年度

H27（一次・二次）、H28 H29（一次・二次） H30（一次・二次）

2016年度
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ものづくり産業における支援体制・情報発信の強化

成長産業・新産業に関する情報収集・発信

オープンイノベーションの紹介や、医療機器・ロボット活用といった成長産業・新産業をテーマに
セミナーを開催した。また、各セミナーの概要をまとめ、所報に掲載。特集記事「産業最前線」と題
し、会員事業所に向けて幅広く情報発信した。

姫路商工会議所 ２０１9年度事業報告〔概要〕地域力の向上

産業最前線
掲載号 カテゴリ 講演テーマ 講師

中堅・中小製造業の身の丈ＡＩ／ＩｏＴ ウイングアーク1st
ＲＰＡの活用に向けて　～ＲＰＡ概要と富士通の取り組み～ 富士通エフ・オー・エム
医療機器ビジネスの今　～播磨のものづくり力を活かして医療分野へ 日本医工ものづくりコモンズ
兵庫県立はりま姫路総合医療センター（仮称）の概要と医工連携への新たな期待 製鉄記念広畑病院
未来は「光」でおもしろくなる　～ウシオ テクノラボからはじまる新事業創出～ ウシオ電機
シスメックスの個別化医療への取り組みとオープンイノベーション シスメックス
ロボットシステムインテグレータの役割、最先端技術によるロボットアプリケーションの紹介 バイナス
現場に改革を ～ロボット導入による自動化のすすめ～ 宮脇機械プラント

　1月号

ＩｏＴ・ＲＰＡ

医療機器

オープンイノベーション

ロボット活用

10月号

11月号

12月号
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まちづくりステーション街の駅・みゆき通りステーションを拠点とした
中心商店街の活性化支援

「情報発信」、「利便性向上」、「交流」、「まちの

コンサルティング」の４つの機能を充実させ、商店街

利用者への利便性を高めるとともに、各種イベントや

個店等の情報を発信することで集客を高め、活気ある

まちづくりに貢献できるよう取り組んだ。

また、中心市街地エリアにおける商業活性化策として、

新規顧客獲得やリピーター創出を目的とした「姫路得とく

ゼミナール」や「姫路まちなかバル」等の事業を実施した。

姫路得とくゼミナール（第17回・第18回）
（開催：2回・延59店舗・64講座・計733名参加）

各店の存在や特徴を、店主が講座を通じて顧客に発信し、

交流を深め、将来的にリピーター客へと深化させていく

ことを目的とした、セミナー形式の事業を実施した。

姫路まちなかバル（第8回）
（開催：1日、110店舗・チケット発行数2,833冊）

中心市街地における飲食店の新規顧客獲得とリピーター創出を目的とした、チケット制の食べ歩き事業を実施

した。参加店は当日限定の「バルメニュー」を提供し、来店されたお客様にダイレクトにお店の魅力をＰＲ。

忘年会前の時期に実施することで、新たなお客様の獲得だけでなくリピーターの創出に繋げた。

地域力の向上

まちづくりステーション街の駅 みゆき通りステーション
（7月末閉館）

姫路得とくゼミナール 姫路まちなかバル



観光産業の育成に向けた取り組み・支援
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観光振興

姫路２０２０おもてなし推進協議会（構成団体：姫路商工会議所、姫路市まちづく

り振興機構、姫路市文化国際交流財団、姫路観光コンベンションビューロー）にお

いて、日本の伝統文化を通じて姫路を世界へ発信するなどの取り組みを行った。

９月１３日に開催された観月会では、姉妹都市であるベルギー（シャルルロア

市）、アメリカ（フェニックス市）、ブラジル（クリチーバ市）をイメージして制

作された着物を披露した。

スポーツ振興

「行政に対し施設整備の要望」や「当所会報誌による広報発信」等、トップスポーツの支援を行った。

ヴィクトリーナ姫路

V1リーグ残留!

ASハリマアルビオン

今期リーグ戦6位!

姫路商工会議所 ２０１9年度事業報告〔概要〕地域力の向上



経営支援施策や地域活力増進施策に関するタイムリーな提言・要望活動
巡回活動等で集めた会員のニーズをもとに、唯一の
地域総合経済団体として、各種提言・要望活動を行った。

姫路市への提言・要望活動

兵庫県への提言・要望活動

国への提言・要望活動

・播磨臨海地域道路の早期実現に関する要望

・姫路港港湾整備促進に関する要望 -20-

・姫路市政に対し要望書を提出（10月10日）
創業・事業継続に関する支援、小規模事業対策予算の拡充、
人材の確保と定着、姫路経済研究所の継続的な活用、姫路ものづくり
支援センター事業への支援、DMO体制の早期整備、などを要望した。

・姫路市との経済振興対策会議を通じた意見交換

定期的に開催している「姫路市・姫路商工会議所 経済振興対策
会議」において、地域戦略に基づいた施策や経済活性化に向けた
様々な取り組みについて幅広く意見交換を実施。（年4回開催）

姫路商工会議所 ２０１9年度事業報告〔概要〕会員サービス力の向上

・兵庫県政に対し要望書を提出（10月7日）

人材採用支援、事業承継支援、交通インフラ整備、

医産学連携拠点、トップスポーツ運営支援、

などを要望した。

経済振興対策会議

清元市長に要望書を提出 井戸知事に要望書を提出

（神戸cci家次会頭と）

国交省 池田道路局長に

要望書を提出

国交省 髙田港湾局長に

要望書を提出



関連団体等との連携強化

姫路商工会議所 青年部

姫路商工会議所 女性会
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30歳から50歳までの若手経営者・後継

者が集い、その資質向上や地域経済の発

展に寄与することを目的に活動。様々な

委員会を中心に地域交流事業を実施し、

人脈形成を図っている。

企業発展のための研究や文化的な教育教

養の習得を目的に、女性経営者で組織さ

れた団体。

毎月の定例会の開催や、県内外女性会と

の積極的な交流を行っている。

納涼例会講師を招いての勉強会

2019年度 青年部理事メンバー SHIRONIWAフェス

姫路商工会議所 ２０１9年度事業報告〔概要〕会員サービス力の向上
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姫路商工会議所 ２０１9年度事業報告〔概要〕会員サービス力の向上

新体制のもと設置された７つの委員会

新体制の発足に伴う委員会の改編を行い、12月10日の第423回常議員会において、委員長、副委員
長、委員を決定しました。（任期：2022年10月まで）

◆税制・働き方改革委員会

〈活動方針〉
税制・法改正への対応に
関する取り組み

◆中小企業委員会

〈活動方針〉
会員事業所のライフステージに応じた
経営課題への対応に関する取り組み

◆工業委員会

〈活動方針〉
ものづくりの強みを活かした産業振
興に関する取り組み

委員長 柴田 和久

◆都市まちづくり委員会

〈活動方針〉
魅力あるまちづくりに向けた
取り組み

◆観光委員会

〈活動方針〉
観光・交流を通じた地域活性化
に向けた取り組み

◆総務運営委員会

〈活動方針〉
姫路商工会議所の組織強化
に向けた取り組み

◆設立100周年記念事業特別委員会

〈活動方針〉
設立100周年事業に関する取り組み

委員長 寳角 勝利

委員長 梶原 敏樹

委員長 米谷 啓和

委員長 岡田 兼明

委員長 安田 宏行

委員長 瀧川 祥也



-23-

姫路商工会議所 ２０１9年度事業報告〔概要〕会員サービス力の向上

事業所支援基盤の整備

経営発達支援計画の策定
小規模事業者における事業の持続的発展に向け、経営戦略に踏み込んだ支援を実施していくため、

「経営発達支援計画」を策定し、経済産業大臣から認定を受けた。

【実施期間】 2020年4月1日～2025年3月31日（以降、更新の必要あり）

【目 標】 １．創業・事業承継支援の強化

２．IT・ICT活用等による生産性向上支援の強化

３．工業・商業の振興を通じた事業所支援の強化

４．観光産業の育成および地域ブランドの向上

事業継続力強化支援計画の策定
防災・減災に取り組む小規模事業者の事業継続力強化に係る支援事業（普及啓発、指導助言、復旧

支援）に関する計画「事業継続力強化支援計画」を姫路市と共同で策定し、兵庫県の認定を受けた。

【実施期間】 2020年4月1日～2025年3月31日（以降、更新の必要あり）

【実施内容】 １．小規模事業者に対する災害リスクの周知

２．関係団体等（損保会社・専門家等）との連携

３．小規模事業者のBCP等取り組み状況に対するフォローアップ 等
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組織基盤の強化に向けた取り組み

事務局機能の強化
○働き方改革に向けた取り組み
①健康経営優良法人２０２０認定取得

職員の健康保持・増進に向けた取り組みを実践し、事務局全体の

生産性向上化・組織活性化を促すための環境整備を図った。

〈評価された主な項目〉

・適切な働き方実現に向けた取り組み

・従業員の感染症予防に向けた取り組み

・長時間労働者への対応に関する取り組み

・法令遵守およびリスクマネジメント など

②時間外労働時間 ⇒ 前年比270時間削減

③年次有給休暇 ⇒ 総取得日数760日

○職員研修制度による資質向上

業務遂行上必要とされる資格・検定の取得に向け、

受験料・受講料等を補助。職員の資質向上に取り組んだ。

○設立１００周年に向けた準備

記念誌の企画や所報による連載等、100周年に向けた事業の

検討および実施に取り組んだ。

姫路商工会議所 ２０１9年度事業報告〔概要〕会員サービス力の向上

健康経営優良法人2020認定証

所報連載「100年を振り返る」

2017年度 2018年度 2019年度

時間外労働時間（時間） 7,272 5,539 5,269

有休取得数（日） 685 748 760

時間外労働時間・有休取得数 過去3年のトレンド


