
 

令和２年度事業計画書 

令和２年４月 １日から 

令和３年３月３１日まで 

 

 我が国を取り巻く状況は、令和元年度から世界的に感染が広がった新型コロナウイルス感

染症の影響が国民生活、経済活動に甚大な影響を及ぼしており、令和２年４月現在、終息の

見通しが立たない状況が続いています。交流人口の激減により、観光業や飲食業等の減収減

益はもちろんのこと、サプライチェーンの寸断により資材が入手困難になる等極めて広範囲

の業種で大きな影響が出ています。 

 県内経済においても同様であり、感染拡大を防ぐための自粛や、インバウンド需要の急激

な減少、各種イベントが中止になる等、経済活動はもとより、我々青年部の活動も大きく制

限されることとなりました。 

 このような状況の中、令和２年度の岩手県青連としては新型コロナウイルス感染症の感染

拡大状況も踏まえた上で、令和元年度通常総会時に制定した岩手県商工会青年部ビジョン

「岩手県商工会青年部は、自社の成長と地域の発展を描き、輝きを創造します」の旗印のも

と、リーダー研修会の開催をはじめとする各種研修事業等の実施により、青年部員の企業

の経営力向上を図り、地域のリーディング企業として飛躍させるため、事業計画に

基づく企業経営を推進するとともに、経営革新計画認定企業の輩出や円滑な事業承

継に向けた活動を行います。 

 特にも経営革新計画認定においては、平成２８年度７件、平成２９年度８件、平成

３０年度１１件、そして令和元年度１９件の青年部事業者が認定に至りました。こ

の流れを止めることなく、県内青年部員企業が事業をしっかり継続し、雇用を維持

できる経営計画を描けるよう県青連として各種事業を展開していきます。 

 さらに、組織強化活動については、全国的な青年部の課題となっている後継者不

足と部員数減少という大きな課題を解決するため、県下全青年部員が一丸となって

部員増強を推進し組織基盤の強化を図るとともに、青年部活動の魅力を積極的に発

信します。 

 新型コロナウイルス感染症に打ち勝ち、たとえ顔を合わせる機会が減ろうとも、

県下青年部員が一致団結して青年部の活動を推進することで、岩手県の商工業振

興・地域振興に貢献できるよう、以下の事業を実施します。 

 

 

 



 

１ 研修・研究活動 

  後継者・若手経営者としての資質向上を図るため次の事業を行う。 

  なお、事業実施にあたっては、新型コロナウイルス感染拡大等の動向を踏まえ、

規模縮小・延期・中止等を含め、総合的な検討をしたうえで実施する。 

 （１）岩手県次世代経営者育成事業の実施（岩手県別枠補助金を活用予定） 

次世代の地域経済のリーダーとなり活躍することが期待されている若手経営者や

後継者を対象としたセミナーを開催し、重要な課題である自社の経営力向上を図る

ための事業計画策定等の手法を理解し、今後の自社の持続的発展に向けたきっかけ

とする。 

※県青連第１回リーダー研修会と併催 

 

 （２）次世代後継者育成塾の開催（岩手県別枠補助金を活用予定） 

自社の課題解決や、自社の強みを生かした経営計画策定、円滑な事業承継のため

の計画づくり等を目的に、延べ３日間の次世代後継者育成塾を開催する。 

 

 （３）経営革新計画承認に向けた取組み 

    県青連主催のセミナー参加や商工会連合会の事業等の活用通じて青年部員が自社の

生産性向上や経営力向上を図るとともに、経営革新計画法認定企業の輩出を目指す。 

    ※令和２年度経営革新計画法認定企業 目標１０件 

 

 （４）商工会青年部リーダー研修会の開催 

   ア 第１回 開催日 令和２年７月上旬 

        場 所 県央ブロック（予定） 

        内 容 青年部主張発表岩手県大会等 

   ※新型コロナウイルス感染拡大の動向、主張発表全国大会の開催状況を踏

まえ、開催時期・開催場所・開催方法について今後協議する。 

  

イ 第２回 開催日 令和２年１１月２４日（火）～２５日（水） 

        場 所 熊本県熊本市 

        内 容 ①第２２回青年部全国大会（含む青年部主張発表全国大会） 

            ②先進地視察研修等 

    ※商工会青年部全国大会の開催について確定し次第、開催可否等について

協議する。 

 

（５）東北六県北海道商工会青年部員交流研修会への参加 

   開催日 令和２年８月２８日（金） 

   場 所 山形県山形市「山形国際ホテル」 

   対 象 県青連役員、各青年部長等 



    ※新型コロナウイルス感染拡大の動向を踏まえ、参加可否等を協議する。 

 （６）青年部員の IT スキル向上セミナーの開催 

   全青連が推進する Google 合同会社との連携事業を活用し、Google(同)が講

師となる研修会や、全国の青年部員が活用可能となる IT ツールの推進及び活

用方法を確立する。 

   ア Grow With Google セミナーの開催 

     開催日・場所未定 

   イ 商工会青年部版 G-Suite の普及推進 

 

 （７）運営研究会の開催 

    必要に応じて開催する。 

 

２ 組織強化活動 

  魅力ある青年部づくりを推進するため、部員の意識高揚を図りながら次の事業

を行う。 

（１）青年部員増強運動の実施 

    全国的な課題である部員数減少を解決するため、部員の加入推進を図 

り、魅力ある青年部づくりに資するため、全青年部員一丸となって部員 

増強運動を組織的かつ積極的に取り組む。 

     

（２）全青連全国統一事業「絆感謝運動」の実施 

    ６月１０日に各青年部において、地域や家族との“絆”を確認し、清掃奉

仕活動、献血活動福祉施設慰問活動等を実施することで、全国の青年部員の

一体感を創出し帰属意識の向上を図る。 

 

（３）青年部手帳の必携及び商工会カードの普及 

    全青年部員の青年部手帳の必携化を通じて、青年部への帰属意識の向上を

図るとともに、地域需要の喚起・拡大、青年部財政基盤の強化を目的に商工

会カード（部員証）の普及促進を図る。 

     

（４）ＩＭＰＵＬＳＥマークの活用方法の検討 

    全青連によるＩＭＰＵＬＳＥマークの商標登録と取扱要綱の制定に伴 

   い、本県におけるＩＭＰＵＬＳＥマークの活用方法や収益事業の可能性 

について引き続き検討を行う。 

 

（５）移動県青連の開催 

    青年部ビジョンの浸透と県青連活動・各青年部活動の活性化を目的に移動

県青連を開催し、県青連役員と参加青年部員が、以下の項目を中心に幅広い

意見交換を行うことで、今後の県青連事業への反映や意見提言等につなげて



いく。 

（６）都道府県青連及び各地の青年部の先進事例研究 

    次代青年部員の中核的人材を発掘・育成すること及び県内商工会青年部の

活性化を目的に、先進事例を学ぶための視察研修会もしくは事例研究会を実

施する。 

 

３ 新型コロナウイルス感染症に係る青年部員への支援 

  新型コロナウイルス感染症に係る中小・小規模事業者向け施策を、県青連 SNS

等を使って周知する等、商工会が受け取る情報を迅速に届ける他、各商工会と連

携して部員事業者への支援を行う。 

   

４ 災害支援体制の強化 

  平成２８年度に策定した「災害対策マニュアル」に基づき、全青年部が大規模

災害発生時に迅速な支援活動ができる体制を整備するとともに、自然災害引当金

を通じて全青連１００円玉募金や被災青年部等に対する義援金の拠出を行う。 

  また、東日本大震災で被災した青年部及び青年部員の本格復興を支援するため、

県青連ホームページやＳＮＳ等を活用し、被災青年部員の店舗再開、被災地域の

復興状況等の情報の発信を行う。 

 

５ 広報活動 

  以下の活動を通じて県内全青年部及び青年部員による青年部活動や地域情報等 

の発信強化を図る。 

（１）県青連公式Ｆａｃｅｂｏｏｋを通じたタイムリーな情報発信 

（２）県連広報誌「商工会いわて」への記事掲載協力 

（３）全国連「月刊商工会」への記事掲載協力 

 

６ 意見活動 

 （１）商工会法施行６０周年記念大会への出席 

（２）岩手県議会商工観光政策研究会と岩手県商工会連合会との懇談会への参加 

 

７ 関係団体との連携強化 

（１）東北六県・北海道商工会青年部連合会連絡協議会事業への参加・協力 

ア 東北六県・北海道商工会青年部連合会連絡協議会通常総会・役員会 

 開催日・開催場所未定 

   イ 第２７回東北六県・北海道商工会青年部員交流研修会並びに主張発 

表東北・北海道ブロック大会（再掲） 

    開催日 令和２年８月２８日（金） 

    場 所 山形県山形市「山形国際ホテル」 



   ウ 東北六県・北海道商工会青年部連合会連絡協議会会長会議 

    開催日 令和２年８月２８日（金） 

    場 所 山形県山形市「山形国際ホテル」 

エ 東北六県・北海道商工会青年部連合会連絡協議会正副会長研修会 

     開催日 未定 

     場 所 福島県 

   オ 東北六県・北海道商工会青年部連合会連絡協議会正副会長会議 

     開催日 未定 

     場 所 青森県 

 

（２）全青連事業への参加・協力 

   ア 全青連通常総会 

     開催日・開催場所未定 

   イ 都道府県青連リーダー研修会 

     開催日・開催場所未定 

ウ 都道府県青連会長会議・研修会 

  開催日・開催場所未定 

エ 全青連臨時総会 

  開催日・開催場所未定 

オ 第２２回商工会青年部全国大会及び青年部主張発表全国大会 

     開催日 令和２年１１月２４日（火）～２５日（水） 

     場 所 熊本県熊本市「熊本城ホール」 

 

 （３）青年友好４団体等関係青年団体の事業への参加・協力 

    必要に応じて参加協力する。 

 

８ 会議等の開催 

（１）通常総会 

    開催日 令和２年５月１４日（木） 

    書面決議による開催 

（２）正副会長会議 

    理事会に併せて必要に応じて開催する。 

 （３）理事会 

   ア 第１回 開催日 令和２年４月１７日（金）    

         場 所 盛岡市「岩手県商工会連合会館」 

   イ 第２回 開催日 令和２年 ６月中旬 

   ウ 第３回 開催日 令和２年 ８月上旬 

   エ 第４回 開催日 令和２年１１月上旬 



   オ 第５回 開催日 令和３年 ２月下旬 

（４）監査会 

    開催日 令和２年４月１７日（金） 

    場 所 盛岡市「岩手県商工会連合会館」 

 （５）事業運営委員会（組織強化・研修・情報） 

    第１回青年部リーダー研修会に併せて開催する他、必要に応じて随時 

開催する。 

 （６）青年部長会議 

    必要に応じて開催する。 
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