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主要事業概要 

                

 

 

 

 

 

Ⅲ．地域資源およびインフラを活用した地域活性化 

１． １．歴史・文化・資源を活かした特色・魅力創出に 

よる観光と交流の推進  

 （県内観光地の魅力向上、ご当地グルメ・特産 

品の開発等の支援） 

２．ウィズコロナ時代の観光の推進 

 （体験・滞在観光の発信、外国人旅行者向け多言 

語表示・Ｗｉ－Ｆｉ等の整備等） 

３． 国際化の推進 

 （一般社団法人岡山県国際経済交流協会への支援・

協力等） 

４．岡山空港の機能向上と利用促進 

５．水島港・宇野港の整備促進と利用促進 

６．総合的な交通体系の整備促進と利便性の向上 

７．岡山県総合流通センターへの支援・協力 

８．環境・省エネ問題への対応 

 （SDGｓへの対応、グリーンエネルギーの普及推進） 

９．スポーツ振興による地域活性化の推進 

 （ファジアーノ岡山、岡山シーガルズ等への支援） 

Ⅳ.県内外の商工会議所との共同事業やネットワー

ク化の促進 

１．岡山県景気観測調査の実施 

２．周辺地域との交流・連携の推進 

（中四国南北軸交流懇談会松江交流会） 

３．商工会議所活性化と広報の強化 

（県連ホームページのリニューアル、会員サービス 

向上の推進、会議所活動の見える化） 

４．各商工会議所のデジタル化（DX）とBCP対策支援 

５．岡山情報ハイウェイの利用促進と産業支援ネット

ワークとの連携 

 

 

 

Ⅴ．連合会の組織・運営基盤の強化 

１．世論の結集と行政当局に対する政策提言・ 

  要望活動の実施 

（国・県・関係機関への意見活動、令和４年度の岡 

山県予算編成に関する要望） 

２．諸会議の開催と情報の交換 

（総会、会頭・副会頭会議、岡山県知事との懇談

会、各種担当者会議、研修会等） 

３．青年部及び女性会活動の支援・協力 

４．行政並びに関係経済団体との連絡強化 

５．県下商工会議所間の連携強化 

６．一般社団法人化による県連事務局の組織強化と 

効率化 

 

 

 

Ⅰ．ポストコロナに対応する事業継続支援、デジタ

ル化・事業再構築等新たな取組の促進支援 

１．新型コロナウィルス感染症対策事業の強化  

２．広域経営支援センターの広域化事業の拡充 

３．「おかやまＤＸ応援隊」事業の実施（広域経営支

援センター事業）  

４．新分野進出・業態転換等事業再構築事業の促進 

５．IT化等生産性向上支援事業の実施（県委託事業） 

６．創業・ベンチャー・事業承継支援の強化 

７．健康経営推進事業の実施（県委託事業） 

８. 「働き方改革推進支援センター」による働き方改

革への対応支援（厚生労働省委託事業） 

９．プロフェッショナル人材、エキスパート人材等高

度人材の活用 

10. そろばんコンテスト・オカヤマの開催等技能振興 

 

Ⅱ.支援体制の強化拡充 
１. 広域経営支援センターの支援体制の強化 

エリア会議、専門家人材登録バンクの設置等 

２. 特別相談員設置補助金を活用した専門家による経

  営相談（県委託事業） 

３. 経営指導員伴走型支援成功事例顕彰事業の実施 

４. スーパーバイザー事業による経営支援能力向上 

(日商事業) 

５. 災害等経済危機に対応した緊急支援体制の構築 
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事業活動項目 
 

                       ※重点項目、   新規項目 

 

Ⅰ．ポストコロナに対応する事業継続支援、デジタル化・事業再構築等

新たな取組の促進支援 

 
※１．新型コロナウィルス感染症対策事業の強化 

    ・被害状況等の情報共有 

    ・別枠マル経活用等資金繰り対策支援 

    ・持続化補助金等活用による販売促進支援  

※２．広域経営支援センターの広域化事業の拡充 

   ・個社支援の広域活動の見える化 

   ・エリア内連携事業の推進 

※３．「おかやまＤＸ応援隊」事業の実施（広域経営支援センター事業） 

    ・ITツール検索サイトの作成運用 

    ・ＤＸ活用事例の収集・紹介によるデジタル化支援 

※４．新分野進出・業態転換等事業再構築事業への取り組み支援 

５．ＩＴ化の促進等生産性向上支援事業の実施（県委託事業） 

    ・「ＩＴ活用セミナー」の開催（オンライン） 
６．創業・ベンチャー・事業承継支援の強化 

    ・創業支援（コロナによる事業所数減少対応） 

    ・ベンチャー系スタートアップ支援 

    ・Ｍ＆Ａ等事業承継支援、事業承継セミナー・事業承継診断の実施 
７．健康経営推進事業の実施（県委託事業） 

    ・「健康経営セミナー」の開催（オンライン） 

８．「岡山働き方改革推進支援センター」事業の実施（厚生労働省委託事業） 

    ・セミナーへの社会保険労務士等の講師派遣 

   ・個別相談支援および商工団体、市区町村等の相談窓口への専門家派遣 

９．「プロフェッショナル人材」や「エキスパート人材」等高度人材の活用促進 

10. 日本珠算連盟岡山県連合会との共催による「そろばんコンテスト・オカヤマ」

開催および珠算塾講師向け講習会の開催  

 

Ⅱ． 支援体制の強化拡充 

 

※１．広域経営支援センターの支援体制の強化 

・会議の開催 

     県連：隔月年６回、県連「支援体制強化検討会議」・「新型コロナウィ 

ルス感染症対策会議」と併せて開催 

※エリア別：４半期に１回 

       各エリアの広域サポーターおよび経営指導員が参加 

       県東部エリア（岡山・津山・玉野・備前・総社） 

       県西部エリア（倉敷・玉島・児島・笠岡・井原・高梁・新見） 
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・支援体制強化事業等の開催 

     県連一斉情報提供事業「商工会議所ドアtoドアキャンペーン」の実施 

    ※「経営指導員伴走型支援成功事例顕彰事業」の実施（広域経営支援セン

ター事業） 

     ※コロナに対応したデジタル化支援マニュアルの作成やオンラインセミナ

ー・経営相談等が実施できる支援体制構築と指導員の資質向上を図る。 

※「専門家人材登録バンク」の設置および活用 

      「専門家人材登録バンク」をWEB上に設置し、県連担当広域サポーター 

が適切な専門家をコーディネートして各会議所の広域サポーター・経営 

指導員と協力して支援を行うことで、各会議所の専門家活用事業を補完 

する。 

２. 「岡山県特別相談員設置補助金」を活用した専門家による窓口経営相談の実施 

※３．経営指導員伴走型支援成功事例顕彰事業の実施 

４．スーパーバイザー事業（小規模事業者経営力向上支援事業）の実施 

     ・経営指導員の支援能力向上を目的としたＯＪＴによる経営計画策定支援  
※５．災害等による経済危機に対応した緊急支援体制の構築 

     ・災害時や緊急時にスピーディに連携対応が可能な緊急支援体制構築を検

討する。  

    

Ⅲ．地域資源およびインフラを活用した地域活性化  
  

１．歴史・文化・資源を活かした特色と魅力創出による観光と交流の推進 

    ・県内観光地の魅力向上と世界遺産登録や日本遺産認定運動の支援 

    ・ご当地グルメ・特産品の開発の支援 

    ・山田方谷を顕彰し全国に広める活動の支援 

    ・晴れの国おかやま検定の支援 

    ・JRデスティネーションキャンペーン（2022）を見据えた観光推進支援  

 ２．新型コロナウィルスと共存した観光の推進 

    ・県内観光地への誘客支援やアフターコロナへ向けたインバウンド促進支援 

    ・外国人旅行者向けの多言語表示・Ｗｉ－Ｆｉ等の整備促進支援 

    ・コンベンションの誘致支援 

 ３．国際化の推進 

    ・（一社）岡山県国際経済交流協会への支援・協力 

    ・「おかやま若者グローバルチャレンジ応援事業」への支援  

 ４．岡山空港の機能向上と利用促進 

    ・現行路線の利用促進並びに新規路線の開拓支援 

    ・国内外における岡山観光キャンペーンの支援 

 ５．国際拠点港湾水島港・重要港湾宇野港の整備促進と利用促進 

    ・水島港インターナショナルトレード協議会への支援・協力 

    ・宇野港航路誘致推進協議会への支援・協力 

    ・水島コンビナートの国際競争力強化支援    

 ６．総合的な交通体系の整備促進と利便性の向上 

    ・交通インフラを活かした中山間地域の振興支援 
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    ・地域活性化に繋がる道路の整備促進並びに防災関連等公共事業の確保支援 

     （空港津山道路、備北新線の早期整備等） 

    ・津山線の利用促進・桃太郎線（吉備線）のＬＲＴ事業化に向けた周辺地域 

活性化検討の支援 

    ・井原線の利用促進と岡山・倉敷駅乗り入れ推進と利用促進支援 

    ・赤穂線の増便・延長に向けた支援 

・JR各駅改札電子化への支援 

 ７．岡山県総合流通センターへの支援・協力 

 ８．環境・省エネ問題への対応 

    ・SDGｓへの対応 

    ・グリーンエネルギーの普及推進の支援 

    ・中小企業における環境マネジメントの推進支援 

 ９．スポーツ振興による地域活性化の推進 

    ・ファジアーノ岡山、岡山シーガルズ等の支援  

 

Ⅳ．県内外の商工会議所との共同事業やネットワーク化の促進 

 
※１．岡山県景気観測調査の実施 

 ２．周辺地域との交流・連携の推進 

    ・中四国南北軸交流懇談会松江交流会の開催  

※３．商工会議所活性化と広報の強化 

    ・県連ホームページのリニューアル 

    ・会員サービス向上の推進と会議所活動の見える化促進 

※４．各商工会議所のデジタル化（DX）の推進とBCP対策の強化支援 

 ５．岡山情報ハイウェイの利用促進と産業支援ネットワークとの連携  

  

Ⅴ．連合会の組織・運営基盤の強化  

 

※１．世論の結集と行政当局に対する政策提言・要望活動の実施 

    ・国・県・関係機関への意見活動の実施 

    ・令和４年度岡山県予算編成に関する要望の実施 

    ・中小企業の成長を後押しする税制改正に関する要望の実施  

※２．諸会議の開催と情報の交換 

    ・総会、会頭・副会頭会議の開催 

    ・中国経済産業局、岡山県産業労働部との連携 

    ・（一社）中国経済連合会、岡山県経済団体連絡協議会との連携 

    ・中国地域発展推進会議の支援・協力 

    ・岡山県知事と県下商工会議所会頭との懇談会の開催 

    ・運営委員会（専務理事会議）の開催 

    ・担当者諸会議の開催 

    ・商工会議所重要課題についての情報共有や研修会の開催 

 ３．青年部及び女性会活動の支援・協力  

 ４．行政並びに関係経済団体との連携強化 
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 ５．県下商工会議所間の連携強化 

※６．一般社団法人化による県連事務局の組織強化と効率化  

 

Ⅵ．県下商工会議所主要事業への支援・協力  

 
 【岡 山】 

・コロナの影響を受ける中小・小規模企業の「事業継続」および「ビジネスモデ

ル転換」支援 

・ＩＴを活用した生産性向上などデジタル実装の支援 

・岡山働き方改革推進支援センターによるリモート活用など柔軟な働き方改革に

向けた支援 

 

【倉 敷】 

・倉敷スタイルのＳＤＧｓの推進 

・水島地域における航空宇宙産業の推進～空飛ぶ車ポート設置による瀬戸内海拠

点の構築～ 

・水島地域（コンビナート等）の産業振興と地域活性化 

 

【津 山】 

・コロナ感染防止優良店紹介サイト作成支援 

・リモート・シェアオフィスへ空き店舗活用への助成 

・国道５３号の高規格化（災害時緊急道路）事業推進 

・商工会議所のデジタル化への助成 

 

【玉 島】 

・少子高齢化、人口減少を見据えた新「あすのたましま」像の策定 

・持続可能なコンパクトシティー実現のための提言活動（旧玉島中心地域と新倉

敷周辺地域とのデマンド型公共交通の構築） 

・地域だからできる、地球を俯瞰する環境活動の推進 

 

【玉 野】 

・「伴走型小規模事業者支援推進事業」の強化 

・事業継続力強化計画策定支援 

・宇高航路再開に向けての社会実験と宇高航路記念館建設の提言 

・造船業協力会社の業態転換への補助金、助成金などを活用した経営支援 

・宇野港、渋川海岸及び王子が岳の一体的観光への支援 

 

【児 島】 

・新型コロナウイルスの感染症対策による事業の維持、継続のための支援及び消 

費回復キャンペーンの強化 

・瀬戸大橋の通年ライトアップ実現に向けた積極的な支援と大型インフラを活用 

した新たな地域活性化策の推進 

・繊維産業（ものづくり）に焦点を当てた産業観光を推進し、“Made in Kojima”

「児島産地まるごとブランド化」に向けた地域ブランドの強化 
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・海・山・島等豊富な自然景観と「晴れのまち児島」を活かしたワーケーション 

とアウトドアの拠点としての発信強化 

 

【笠 岡】 

・創業、経営革新、事業承継への支援 

・働き方改革に伴う健康経営の取り組み支援 

 

【井 原】 

・事業継続力強化支援 

・井原市ひとづくり事業との連携 

・女性会・青年部の活動、人材育成交流会の活動支援 

・ITへの対応 

・井原地域「キャッシュレス決済」の導入研究 

・「井原デニム」のブランド力の向上、オリジナル商品の販売支援 

 

【備 前】 

・東備港明石公共埠頭の移転 

・ＪＲ赤穂線の増便、延長 

・インバウンド推進による備前焼振興、旧閑谷学校への誘客の取り込み、日本遺 

産旧閑谷学校及び岡山県青少年教育センター閑谷学校を活用した社会人・企業

人対象の研修 

・伴走型事業による小規模事業者の経営支援の強化 

・片上湾における災害対策用防潮堤の早期整備 

・特別史跡旧閑谷学校の教育遺産世界遺産登録推進活動 

 

【高 梁】 

・ＪＲ備中高梁駅を核とした中心市街地活性化事業の推進 

・観光交流施設（道の駅）等の整備への支援 

・備中松山城（城下町地区）と吹屋地区（日本遺産）との連携した観光推進 

・伴走型小規模事業者支援事業の強化 

・新型コロナウイルス感染症対策による事業継続、および事業再構築への支援強

化 

 

【総 社】 

・震災を想定した吉備路にマッチする新県立博物館の総社市への誘致 

・パンわーるど総社プロジェクト推進への支援 

・桃太郎線ＬＲＴ化における沿線開発への規制緩和 

 

【新 見】 

・主要地方道 新見－勝山線の市街地区間における拡幅整備と国道180号線に直接 

接続する等の早期整備の実現 

・平成30年７月並びに令和元年９月豪雨災害からの復旧・復興支援 

・各地商工会議所及び会員事業所のデジタル化（ＤＸ）による業務変革のための 

対応支援 

  ・各地商工会議所の新型コロナウイルス感染防止対策への支援 


