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商 工 会 議 所は、明治 11
（1878）年に、商工業者
の意見を集約し、政府に
建議要望などを行う機関
として初めて東京に創設
され、以後、現在までに
全国 515 力所に設立され
ている、あらゆる業種・
業態の商工業者からなる
「地域総合経済団体」
です。
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経済３団体トップが岸田首相と会談

経済対策など意見交換
日本商工会議所の三村明夫会頭は11月11
日、
日本経済団体連合会の十倉雅和会長と経済
同友会の櫻田謙悟代表幹事と共に首相官邸に
岸田文雄首相を訪問。４日に取りまとめた「新
たな経済対策に関する要望」を手渡し、その
内容の実現を求めるとともに、コロナ禍克服に
向けた経済対策、新しい資本主義実現会議な
どにおける政策課題への対応などについて意
見交換した。経済３団体のトップが第２次岸田
内閣発足後に岸田首相と会談するのは初めて。
日商の三村会頭は、会談後に記者団に対し、
日本の貯蓄性向が上がり、消費性向が下がっ
た結果、賃上げが消費につながらない現状に
ついて、
「将来に対する不安を反映している」

と指摘。岸田首相に、日商の要望書を手交す
るとともに、社会保障制度改革を進めるよう要
請した。

日商の三村会頭（右）ら経済３団体トップは岸田首相（右から２人目）に要望書を手交

萩生田経産相との懇談会を開催

中小企業の支援強化へ
日本商工会議所は11月18日、萩生田光一経
済産業大臣との懇談会を開催した。会合には、
日商側から、三村明夫会頭のほか、副会頭ら14
人が出席。経済産業省からは、萩生田大臣を
はじめ幹部26人が出席し、意見交換を行った。
日商の三村明夫会頭は、
「コロナ禍の影響に
加えて、資源価格上昇や円安、最低賃金の引き
上げなどにより、中小企業からはコスト負担増
で悲鳴が上がっている」と指摘。困窮事業者
への重点支援に加え、
イノベーションに取り組
む中小企業、自己変革に挑戦する事業者への
後押しや、
取引適正化に向けた
「パートナーシッ
プ構築宣言」の推進と実効性強化を求めた。
萩生田大臣は、
「雇用を守り、地域を支える
中小企業の生産性向上と成長を強力に支援す
る」と述べ、経済対策における新たな事業者
2021年12月発行

向け給付金創設など支援拡充を表明した。金
融支援や、グリーン・デジタルなどの新たな取
り組みに挑戦する事業者への支援、伴走型支
援の実施体制の構築にも力を入れる考えを提
示。また、地域の中小企業のDXを加速させる
ため、デジタル人材を育成するプラットフォー
ムを整備する認識を示した。

日商正副会頭ら
と意見交換する
萩生田大臣

商工会議所 CM「魅力を伝える・つなげる篇」http://youtu.be/el_409YNqiE
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「民間主導による公民共創まちづくりの実現に向けた意見」
提出

低未利用不動産の活用を
日本商工会議所は11月18日、中心市街地に
おける低未利用地の活用などを求める「民間
主導による公民共創まちづくりの実現に向けた
意見」を取りまとめ、政府など関係各方面に
提出した。
意見書では、まちなか再生に向けて、中心
市街地などの不動産の低未利用化の防止措置
の強化や、低未利用不動産対策の強化に向け
た具体策を提示。例えば、
中心市街地において、
空き地・空き店舗が増加しているエリアを行政
が指定し、家屋などの譲渡所得に対する特別
控除の拡充や建築物の除却への補助金などに
よる集中支援対策などを示した。
民間発意による市街地整備の推進、面的整
理を推進する組織（ランドバンク）への支援
強化なども要望。都市機能の集約・再生整備
などに係る計画作成・協議の場（市町村都市
再生協議会）を設置できる者に商工会議所を
追加するなど民間の提案力向上の必要性を指
摘している。
また、デジタル基盤の整備を通じたまちづ
くりの推進、都市の再生・魅力向上を後押し

する措置、まちの価値を向上させる社会資本
整備促進の必要性なども強調。「地域経済の
好循環の実現」「まちの魅力向上」「国際競争
力の強化」「高度な都市機能の集積」などを
後押しする措置や対策の強化を求めている。
エリアマネジメント活動の推進に向けて
は、公民連携によるまちづくり体制の構築促
進に向けて「ローカルファースト」の視点の
重要性を指摘。民間のまちづくり活動の基盤
強化に向けては、地域内外の「応援団」を巻
き込める仕組みづくりと人材獲得・育成、財
務基盤の強化を促す支援を求めている。
意見の概要
Ⅰ．まちを取り巻く現状
Ⅱ．近年のまちづくり政策と地域のまちづくり活動の動向
Ⅲ．まちなか再生に向けて強化すべき政策の考え方
１. まちなか・中心市街地の低未利用不動産対策の重要性
２. 不動産の低未利用化の防止措置の強化
３. 低未利用不動産対策の強化
４. デジタル基盤の整備を通じたまちづくりの推進
５. 都
 市の再生・魅力向上を後押しする措置
６. まちの価値を向上させる社会資本整備の促進
Ⅳ．エリアマネジメント活動の推進
１. 公民連携によるまちづくり体制の構築促進
２. 民間のまちづくり活動の基盤強化

日本商工会議所から最新のビジネス情報をお届け
日本商工会議所が月３回発行する

おかげさまで地域・中小企業とともに

特集

新型コロナに打ち克つ！

会議所独自の視点でビジネスの現
状を分かりやすく紹介しています。

日本商工会議所発行の月刊ビジネ

中小企業の突破力

新聞。日商や全国各地の商工会議
所の政策提言や事業活動をはじめ、
ビジネスに役立つ情報が満載で
す。中小企業や地域が直面してい
るテーマをタイムリーに捉え、商工

ス情報誌。経営や地域活性化のヒ
ントになる先進事例を紹介する特
集をはじめ、全国の魅力的なまち
を取り上げる「まちの解体新書」
、
話題の著名人の素顔に触れる「あ
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特集 1

おかげさまで地域・中小企業とともに

40 周年

新型コロナウイルス
危機を回避する
感染症対策で
集中連載 第3回

事業承継の極意
逆境に強い
人材の育て方
活用できる税制措置
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あの人を訪ねたい

原 昌宏
QRコード開発者

の人を訪ねたい」など、厳選の企
画・連載が目白押しです。
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特集 1

リーダーの横顔

安宅 建樹
金沢商工会議所 会頭

株式会社北國銀行 相談役

こうしてヒット商品は生まれた！

「瀬戸田レモンケーキ 島ごころ」
島ごころ
特集 2

詳細・お申し込み
はこちら

続・商工会議所の底力

あの人を訪ねたい

粟田 純徳
第十五代目穴太衆頭

リーダーの横顔

篠原 宣之
真岡商工会議所 会頭
株式会社協栄社

取締役会長

こうしてヒット商品は生まれた！

「リナビス」

特集 2

「V-RESAS」
徹底活用術

東田ドライ

あの人を訪ねたい

紫舟

書家・アーティスト

詳細・お申し込み
はこちら

リーダーの横顔

田部 長右衛門
松江商工会議所 会頭

山陰中央テレビジョン放送株式会社 代表取締役社長

こうしてヒット商品は生まれた！

「Hattan」

はがせるパッチワーク壁紙
フィル

月３回発行（１日、11日、21日）
１部139円 年間購読料4,400円（送料・税込）

毎月10日発行
１部535円 年間購読料5,700円（送料・税込）

お問い合わせ先

〒252-0239
相模原市中央区中央3-12-3
(代表)042-753-1315
商工会議所は、地域の商工業者の応援団です。
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