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名古屋商工会議所 説明資料

“商工会議所の仕事って
どんなことしているの？“

そんな疑問を歴史から具体的
活動まで紹介します！

Welcome to Nagoya Chamber of Commerce & Industry



名古屋商工会議所って、こんなトコロです

名古屋経済界の代表
として、地域経済の活
性化や街づくり支援な
どを行う、名古屋経済
を支えるシゴト

国や愛知県などから
委託を受け、地元企
業に有益な情報提供
や経営サポートを行う、
公的なシゴト
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名古屋商工会議所の特徴

1881年(明治14年)に名古屋商工会議所が発足。（全国で4番目に設立）

①地域性 ～全国515カ所に設置されている～

②総合性 ～会員はあらゆる業種・業態の商工業者から構成～

③公共性 ～商工会議所法に基づき設立される民間団体で公共性を持っている～

行政機関（経済産業省・愛知県・名古屋市など）

中小企業・小規模事業者（名古屋市内を中心とする17,200会員企業）

施策情報の提供

最新の補助金や助成制度の情報をタイムリーに提供し、
経営強化に役に立ててもらいます。

政策要望

中小・小規模事業者の声を会議や相談事業等などを
通じて把握し、行政機関に対して、税制問題、中小
企業の景気・雇用対策などの政策提言や要望活動を
実施しています。

名古屋商工会議所
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地域経済や街づくりでの連携

名古屋の街づくりについて、行政機関と協議会を立ち
上げたり、地域経済の活性化について、愛知県知事
や名古屋市長と毎年懇談会を開催するなど、連携を
取っています。

会員企業に有益なサービスの提供

会員企業17,200社を対象にしたビジネス交流会や
スケールメリットを生かした共済制度、人材支援など、
100以上のサービスを提供しています。



名古屋商工会議所のしくみ・会員数

17,220会員のうち

「８割以上が中小企業」

会頭

副 会 頭

（７）

常 議 員

（50）

議 員

（150）

会 員

（17,220）

所在地：本所（伏見）、支部（名古屋市内５か所）

職員数：１５０名（男性９７名・女性５３名）

会 頭 山本 亜土 名古屋鉄道株式会社 代表取締役会長

副会頭 内藤 弘康 リンナイ株式会社 取締役社長

藤森 利雄 名港海運株式会社 代表取締役副会長

嶋尾 正 大同特殊鋼株式会社 代表取締役会長

安井 香一 東邦ガス株式会社 取締役会長

三矢 誠 トヨタ自動車株式会社 アドバイザー

中村 昭彦

小倉 忠

株式会社三菱ＵＦＪ銀行 取締役副頭取執行役員

株式会社ノリタケカンパニーリミテド 代表取締役会長
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事務局組織

常
務
理
事
・
事
務
局
長

総務管理部

産業振興部

商務交流部

中小企業部

専
務
理
事

５支部（中央、金山南、大曽根、星ヶ丘、新瑞）

総務・人事・秘書担当

情報・会員管理担当

企画調整部

財務・所屋担当

企画調整・広報担当

インフラ・国際担当

モノづくり・新産業担当

ＩＴ・知財・環境担当

流通・観光・街づくり担当

ビジネスマッチング担当

会員サービス担当

共済担当

人材支援担当

管理運営担当

経営革新担当

総務管理ユニット

企画調整・広報ユニット

インフラ・国際ユニット

モノづくり・イノベーションユニット

流通・観光・街づくりユニット

ビジネスマッチングユニット

会員サービスユニット

中小企業振興ユニット
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名古屋商工会議所の主なシゴト

政策要望

地域経済の

活性化
経営支援
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【政策要望】
地域の商工業者（会員企業）の声を国や地方団体に
政策提言や要望を行う（中小企業施策やインフラ整備等）

一企業では解決できない
経済・地域問題などについ
て、会員企業の意見を集
約。

毎年、事務局では愛知県知事・
名古屋市長との懇談会や要望
活動を行っています。
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【地域経済の活性化】

な・ご・や商業フェスタ

都市基盤の整備や地域文化の振興で、名古屋を魅力ある
街に

地域小売業の円滑な発展、
名古屋の街の活性化等を目
的に、市内の中小小売業者
と大型店が一体となり、商業
振興イベントと共同懸賞セー
ルを大々的に展開。

本年で６３回目を迎えた。
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【経営支援】中小企業の主な経営課題

販路拡大

新規分野への進出

人材育成

内容 課題項目

中小企業の７割は赤字と言われてお
り、販路を拡大していくことは、企業を
存続させるために大切なこと。

自動車産業を例に取ると、自動運
転や若者の車離れなど、環境の変化
に応じて、新規分野への進出なども
検討していく必要がある。

「働き方改革」など労働環境の整備
を行っていくことは、社員の定着や採
用に繋がるため、企業に対応が求め
られている。

• 営業に回せる社員が足りない
• 効率的に営業をしていきたい
• 出来る限り、営業費用を抑えたい

• 技術を他の分野で活かしたいが、
ノウハウや情報が足りない

• 専門家にアドバイスをもらいたい

• 法律のことが良く分からない
• 他社がどういった取り組みをしてい
るか知ってみたい

中小企業の経営課題を総合的にサポートしていくことが、商工会議所の役割
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経営支援①

メッセナゴヤ(2006年～)

「愛・地球博」の理念を継承
した展示会で、昨年は4日間
で60,000人以上が来場した

日本最大級の異業種交流イ
ベント。

事務局では「ＡＩ(人工知
能)」等、最新技術を活用し
ながら、ビジネスマッチングの機
会を提供しています。

[販路拡大支援]

展示会や商談会を通じて販路拡大を支援
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経営支援②
航空宇宙産業、医療分野をはじめとする新たな産業の振興

[モノづくり振興]

医機器産業にフォーカスした展示商談会

メディカルメッセ

事務局では、中小企業の医療機器・
航空機産業への参入の後押しとして、
施設見学会（大学病院や航空機
メーカー）やセミナー（薬事法など
の各種規制）等、様々な情報の提
供や商談会を開催しています。 11



経営支援③

働き方改革・異業種交流会・女性活躍・各種検定

事務局では「働き方改革」や「女性活躍」など最新情報を集め、勉強会
や事例報告、異業種交流会などを開催しています。また、簿記などの

各種検定、講習会の実施を通じて、企業を支える人材のレベルアップを
図っています。

[各種人材育成支援]

働き方改革研究会の様子 異業種交流会の様子
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□ 年次有給休暇平均取得日数 ６０．１％（２０１９年度実績）

□ 夏期特別休暇取得数（全７日）９３．３％（２０１９年度実績）

□ 誕生日休暇取得率（全１日） ８３．９％（２０１９年度実績）

□ 直近３年間の育児休業取得率（女性職員）６名中６名取得

（2018年度、男性職員２名も約１か月の取得実績あり）

□ 平均月残業時間 ５．５時間（２０１９年度実績）

□ 入所３年以下の男女比 ８名（男性４名・女性４名）

□ 入所３年以下の離職者数 ８名中 0名

働き方に関する各種情報
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勤務条件
初 任 給 総合職 228,100円

昇 給 年 １回

賞 与 年 2回

就業時間 9：00～17：00（12：00～13：00休憩）

就業場所 本所、支部

休日・休暇 完全週休２日制（土・日）、祝日、年末年始、

年次有給休暇、夏期休暇、慶弔休暇、誕生日休暇、

育児・介護休業等

諸手当 時間外勤務手当、資格手当、役職手当、扶養手当、

配偶者手当、通勤手当等

福利厚生 社会保険加入（健康・厚生年金・雇用・労災） 、

退職年金制度、財形貯蓄制度、福利厚生施設の利用補助、

クラブ活動（野球・テニス） 14



求める人材像

①企業経営者や行政関係者等、多種多様なス
テークホルダーと接する機会が多いことから、効
率よく仕事を進めるため、コミュニケーション能力
が高い方

②幅広い業務を経験してもらうため、一つの仕事
にこだわらず、何事にも意欲を持ち、柔軟に前向
きに取り組める方

③自分の意見や考え方を論理的に説明でき、自
らの経験等に基づき独創的な発想力を持つ方

④向上心を持ち、積極的に研鑽に取り組み、自
身を高めることを惜しまない方 15



今後の選考スケジュール

第１次選考 筆記試験

（日時：4/28（水）14時～16時30分）

↓

第２次選考 面接試験

↓

第３次選考 面接試験

↓

最終面接試験

＜採用予定＞ 総合職３名程度



職員への質疑応答



筆記試験について

４月２８日（水）の筆記試験につきましては、本所採用
ホームページから受験申込をお願いします。

当日は、エントリーシート（Ａ３印刷の上、手書き）、

履歴書 （写真付）、成績証明書、卒業（見込）証明書の

持参をお願いします。

職員に個別に話を聞いてみたい方は、会場の後ろに懇談場所
を設けていますので、積極的にご参加ください。


