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「持続可能な地域の創生」
～民間の挑戦が持続的成長の原動力～
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◇基本方針
地方創生の推進により、日本経済は着実に成長のステージに進む基礎が整備されつつあります。
しかし、一方では人口の減少と人手不足、企業や事業所の減少、少子高齢化、低い生産性、一極
集中による格差拡大等、地方や中小企業はこれらの構造的な課題に直面しております。
当会津地域においても人口減少、後継者不足による廃業等、経済の疲弊が顕著であり、原発事
故の根強い風評も相まって、依然として管内経済情勢は厳しい状況下にあり、また復興・創生期
間も来年度で終了となることから、効果的な地域経済活性化策が急務であります。
このような中、商工会議所はその活動の原点である「管内商工業の発展」と「事業者の活力強
化」に資する事業展開に注力し、全会員総力を挙げて完全復興を実現し、地域経済発展の牽引役
として「持続可能な地域の創生」を目指します。

Ⅰ．創業支援、定住人口の維持、交流人口拡大推進
地方創生推進として、会津の優れた文化、風土、資源等の地域の強みを前面に押し出し、行政
と連携し企業誘致や都市機能の充実を図り、UIJ ターン等、キャリア人材や若者の当地への移住
と創業について長期的視野で推進してまいります。
また、創業や新産業創出を支援しながら人材の域外流出を抑制し、並行して二地域居住、観光
振興、インバウンド推進において行政・各種団体との連携による交流人口拡大を推進し、人口減
少時代に対応してまいります。特に観光振興では、昨年度の全国大会を検証し、地方都市の観光
戦略モデルとして「観光地から感動地へ」を実践してまいります。

Ⅱ．地域を支える小規模・中小企業の活力強化
人口減少問題に伴う経済の縮小が懸念される中では、人手不足対応として女性・若者・高齢者・
外国人等多様な人材の活用、生産性や経営力向上のための技術革新・ICT 等の導入・海外展開・
知的財産活用等、管内事業所の新たな成長に向けた変革への挑戦を後押ししてまいります。
また、後継者難などで事業所の減少が顕著であることに鑑み、経営指導員による全会員事業所
巡回を継続し、実態を把握し専門家を活用しながら、後継者としての人材育成と並行し、円滑な
事業承継を推進してまいります。さらに、伴走型の事業計画策定・実行支援を継続し、厳しい環
境下に置かれる管内事業所の経営基盤強化、経営力向上に導き、併せて、創業・第二創業・新事
業展開を強力に支援し、地域経済の底上げを図ってまいります。

Ⅲ．消費喚起事業推進
本年 10 月、消費税率引き上げ及び軽減税率制度導入が予定されていることに伴い、国の経済対
策が示されております。これまでも消費税率引き上げや経済低迷が懸念される折には、行政と連
携しながら様々な活性化事業を行い、大きな効果を上げてきた経緯があることから、時期を合わ
せ国の経済対策に則り、行政と連携しながら最大限の効果が得られるよう活性化事業を行ってま
いります。

Ⅳ．市街地活性化推進
中心市街地の大規模小売店舗が相次いで撤退してから約 10 年が経過、跡地は駐車場として利用
されておりますが、周辺への経済波及効果は少なく、ダイナミックな手法による活性化策が求め
られております。また、昨今郊外ロードサイドの商業開発も一段落し、逆に中心部に高層マンシ
ョンが建設されるなど、都市回帰的な現象が起こっておりますことから、会津若松市が検討に入
った駅前整備に協力しながら、低・未利用地等を中心とした市街地再開発の可能性を探ってまい
ります。

Ⅴ．部会活動の活性化、若者・女性が活躍できるステージづくり
商工会議所事業の根幹である、業種業界で構成する部会事業において、部会間の交流を推進し
組織の活性化を図ってまいります。また、次世代を担う若い人材や女性が活躍できる様々なステ
ージを提供し、新たな発想での新たな事業展開を推進してまいります。

Ⅵ．地域創生を加速する諸事業
地域総合経済団体としての効果的、継続的要望活動、まちの賑わい創出としての中心市街地の
活力再生等への支援、歴史・伝統・文化的建築物等保存と利活用、会津若松まちゼミ推進など、
地域振興、観光振興を推進し、地域の魅力づくりに取り組んでまいります。
また、国・地方自治体との情報交換会、
「ゆかりの地 CCI 観光ネットワーク」の活用、各種団体
との連絡会議・懇談会などを通して、官民一体となり地域創生を推進してまいります。
完全復興に向け、こうした基本方針を踏まえ具体的には次の事業を強力に推進いたします。
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Ⅰ．創業支援、定住人口維持、交流人口拡大推進
１ 移住奨励・創業支援
・地域の魅力 PR
① 首都圏においての移住希望者向けフェアに参画しての PR
② ホームページでの PR
・空き店舗、空き家活用の情報提供
① 空き家・空き店舗活用に対するインセンティブ
・創業及び事業承継支援
①創業及び事業承継
②歩いて暮らせるまちづくり強化プロジェクトのフォロー
※会津若松市定住・二地域居住推進協議会（ワンストップ窓口）との連携
２ 定住人口維持、交流人口拡大
・企業誘致協力、求職者の地元定着促進
・創業、新産業創出支援による人材の域外流出抑制
・二地域居住、観光振興、インバウンド推進において連携による交流人口拡大

Ⅱ．地域を支える小規模・中小企業の活力強化
１ 最重点支援事業
・経営指導員による巡回・窓口相談の強化（全会員巡回）
・小規模事業者に対する伴走型の事業計画策定・実行支援
・消費税率引き上げ、軽減税率対策、取引適正化支援
・起業・創業・第二創業支援
・円滑な事業承継・後継者対策支援
・生産性向上のための技術革新、ＩＣＴ等の導入支援
・新分野進出・新商品開発・海外展開等販路開拓支援
・健康経営の推進、BCP 策定支援
・働き方改革関連法への対応支援

２ 重点支援事業
・専門家招聘による各種研修会・講習会・相談会等の開催
・小規模事業者経営改善貸付制度及び各種制度資金の利用推進
・各種補助金・助成金等の情報提供
・経営安定特別相談事業の充実強化と金融機関との連携強化
・各種共済制度（小規模企業共済・中小企業倒産防止共済等）の普及と利活用推進
・経営に関する各種調査の実施及び情報収集と情報提供
・その他、関係機関・団体等との連携による各種経営支援

Ⅲ．消費喚起事業推進
・プレミアム商品券事業に係る協力
・キャッシュレス決済の推進

Ⅳ．市街地活性化推進
・駅前の整備の検討
・市街地再開発可能性の調査
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Ⅴ．部会活動の活性化、若者・女性が活躍できるステージづくり
１ 小売商業部会
（１）個店に対する支援事業
①消費税率引上げ対策（消費税軽減税率対策、キャッシュレス決済導入）セミナー【新規】
②ウェルカムステッカーの作成【新規】
③専門家派遣事業の推進
（２）部会事業の検討・情報共有及び連携強化
①先進地視察研修の実施
②会員事業所交流懇談会の開催
③空き店舗やまちづくりに関する文化情報・サービス業部会との懇談会・勉強会
④「商業活性化×事業承継・後継者対策支援」事業への協力
（３）商業活性化事業
①商店街空き店舗対策補助事業｢元気なお店応援プログラム｣の推進
②運転免許証自主返納支援制度の推進
③会津若松まちゼミ事業への協力・支援
④プレミアム商品券事業に係る協力【新規】
（４）会津若松市商店街連合会、各商店街等関係機関、他部会との連携

２ 卸物流部会
（１）ラッピングトラック事業
①ラッピングトラック利活用促進事業
②ラッピングトラックの修繕
（２）
「ふくしま農業女子ネットワーク」応援・連携事業
①地元イベントや首都圏物産展等への出展支援
②ガイドブックやホームページ等による農業女子のＰＲ
③農業女子と商工業者のマッチング支援【新規】
（３）会津若松市公設卸売市場まつりへの協力【新規】
①ラッピングトラック展示
②農業女子による出店・ＰＲ
（４）生産性向上・働き方改革対応セミナー【新規】
（５）ふくしま農業女子ネットワーク、会津若松市食と農の景勝地推進協議会等関係機関、他
部会との連携
３ 工業部会
（１）製造業の人材確保・育成に資する事業
①ジュニアマイスター顕彰制度広報活動
②ものづくりミニフォーラムの開催【新規】
（２）ものづくり業界・企業のイメージアップのための広報事業
①会津ゲンバ男子の募集
②あいづ工場見学ガイドブックのリニューアル
（３）会員事業所相互の情報交換・交流を促進する事業
①工場見学・懇談会
②三都市（仙台・米沢・会津若松）商工会議所工業部会交流会（米沢開催）
（４）ＡＮＦ等関係機関、他部会との連携
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４ 漆器部会
（１）漆器ＰＲ・調査研究事業
①会津大学卒業生への記念品贈呈
②若手職人との交流会とＰＲ【新規】
③乾杯盃販売に係る調査【新規】
④先進地視察研修
（２）販路拡大事業
①「
（仮称）会津漆器掘り出し市」の開催【新規】
②見本市等出展助成事業の推進
（３）会津漆器協同組合、会津漆の香る会、会津ブランド推進委員会など関係機関、他部会と
の連携
５ 建設部会
（１）担い手確保育成事業
①人材確保対策事業「どぼコン」
②ジュニアインターンシップへの協力
（２）視察研修会
①公民連携事例の調査研究
（３）行政との意見交換会
（４）建設産業に関する勉強会
（５）会津地区道路整備促進期成同盟会等関係機関、他部会との連携
６ 醸造・食品製造部会
（１）会津の食文化ＰＲ 事業
①食の工場見学会【新規】
②食文化の継承・料理講習会
③会津清酒で楽しむ醸造逸品座学会
④催事イベント出店ＰＲ事業
（２）生産性向上・販路開拓セミナーの開催
（３）会津ブランド推進事業への協力
（４）行政機関や関係団体等との連携
①「あいづ“まるごとネット”」
「あいづ食の陣」等との連携
②６次化商品の開発や販路開拓事業への協力・支援
③ふくしま農業女子ネットワークへの協力・支援

７ 観光・旅客運送部会
（１）インバウンドの促進
①ＳＮＳ活用（動画サイトへの投稿）による誘客促進【新規】
②日光での誘客宣伝
（２）インバウンドを含む観光振興に向けた行政への提言【新規】
（３）キャッシュレスをはじめ、外国人接客に係る各種ツール（翻訳アプリ、指さしシート）
の使い方を含めたセミナーの開催
（４）関係団体との連携・協力
①四季島おもてなしの実施
②春の観光誘客促進事業への協力【新規】
③ＤＭＯ事業促進への協力
（５）
「全国商工会議所観光振興大会ｉｎ金沢」への参加
4

８ 金融部会
（１）経営安定のための情報発信事業
①「経営支援メニュー情報便」のパンフレット発行・ホームページ掲載
②商工会議所入口掲示板での金融機関支援情報の掲出
③会議所ニュース「金融部会掲示板」掲載
（２）金融機関等との連携事業
①ビジネスマッチング、商談会、物産展等の斡旋による販路拡大支援
②事業承継及び新規創業のための連携強化
③経営安定に向けた個別相談会の開催
④金融機関本支店における会津ブランド認定商品の展示・ＰＲ
⑤ＩＣＴオフィス入居企業との交流会【新規】
⑥若手経営者の経営力アップ講習会及びビジネス交流会の開催
⑦金融機関担当者と当所職員との情報交換･勉強会等の開催
（３）講習会・セミナー開催事業
①インターネット活用「ＷＥＢセミナー」
②経営課題解決のための各種セミナー
③日本銀行福島支店長講演会（会津若松市金融団との共催）
④金融機関等主催の各種講習会・セミナー・相談会との共催
（４）他部会等との連携・協力
①工場見学・懇談会への協力（工業部会共催）
②消費税率引上げ対策（消費税軽減税率対策、キャッシュレス決済導入）セミナーへの協力
（小売商業部会共催）

９ 文化情報・サービス業部会
（１）健康管理・経営支援
①ＰＥＴ－ＣＴがん検診
②日帰り人間ドック（竹田綜合病院、会津中央病院、会津西病院の各指定日）
③人間ドック助成金制度
④経営者のための健康セミナー、終活セミナー
（２）ＩＴ支援
①タブレット・スマートフォン活用セミナー（中級編・上級編・クラウド会計）
②当市が行うスマートシティ構想関連事業への支援
（３）地元ＰＲ・広報支援
①「会津出身で活躍している人」発掘事業
②専門団体との連携による広報の支援
（４）空き店舗やまちづくりに関する小売商業部会との懇談会・勉強会
（５）他部会等との連携・協力
①消費税率引上げ対策（消費税軽減税率対策、キャッシュレス決済導入）セミナーへの協力
（小売商業部会共催）
10 若者・女性が活躍できるステージづくり
１．青年部メンバーの各部会への参画
２．関係機関団体等の会合への積極的参画
３．若い人材による新たな観光施策、地域振興策等提言
４．地域振興イベントへの積極参画
５．女性会・青年部における各種事業
６．「ふくしま農業女子ネットワーク応援団」との連携
７．若者と高齢者が共生するまちづくり推進
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11 委員会活動
（１）総務企画委員会
会頭の諮問に応じ、会津若松商工会議所全体の運営及び財務・企画・政策の主要施策並
びに運営上必要な事項について審議する。
（２）会館管理運営委員会
商工会館管理運営等に関し会頭の諮問に応じ、必要な事項を審議する。
（３）農商工連携推進委員会
本市の経済活動に寄与するため、基幹産業である農林業、商業・工業等の産業間での連
携（
「農商工連携」）を強化し、行政及び関係機関、関係団体との調整を図り、消費者ニー
ズに対応した、会津地域のブランド力の強化を支援する。
（４）医工・ＩＴベンチャー企業育成推進委員会
本市の経済活動及び産業振興に寄与するため、医療・ＩＴ関連企業や管内ＩＴベンチャ
ー企業の育成を図り、産・学・官が連携し、地域の高度情報化事業を推進していく。
（５）活力あるまちづくり推進委員会
本市の経済活動及び産業振興に寄与するため、
「歩いて暮らせるまちづくり」のコンセプ
トのもと、コンパクト+ネットワークの観点から活力あるまちづくりの促進を図るとともに、
まちづくり関連法に関わる施策の円滑な業務を推進する。

Ⅵ．地域創生を加速する諸事業
１ 要望活動
・地域経済団体としての役割を発揮するため、業界の課題や管内・全会津のまちづくりや地
域活性化について行政等へ要望・提言、行政と連携した企業誘致、低・未利用行政施設利
活用の研究、東北六県商工会議所連合会、福島県商工会議所連合会等と連動した復興推進
及び要望
・磐越自動車道の全線四車線化及び会津縦貫南道路の早期開通並びにＪＲ磐越西線の座席指
定列車の運行要望
・多目的機能併設の県営武道館誘致
・その他、運輸交通網整備促進に関する要望活動及び関係機関・団体との連携強化
２ まちの賑わい創出、観光誘客事業（部会活動等と一部重複）
・歩いて暮らせるまちづくり強化プロジェクトのフォロー（再掲）
・2019 春の観光誘客促進事業への協力
・中心市街地の活力再生等への支援
・歴史・伝統・文化的建築物等保存と利活用推進協力
・会津若松まちゼミ推進
・日本遺産「会津三十三観音めぐり」事業への協力
・日本版ＤＭＯとの連携、支援
・
「農泊 食文化海外発信地域取組計画」への協力
・福島県立博物館との連携
・文化・芸術の香るまちづくり推進
・キャッシュレス決済の推進（再掲）
３ 関係機関団体との連携強化促進
・国・地方自治体との情報交換と連携
・
「ゆかりの地ＣＣＩ観光ネットワーク」活用（ゆかりの地を巡る会員ツアー）
・各種団体との連絡会議、懇談会
（会津方部商工会・商工会議所、会津若松市、市議会、ＪＡ、報道機関等）
6

Ⅶ．運営全般に関する事項
・第 30 期議員改選
・組織率向上と財政基盤の確立
・
「会議所ニュース」
「会議所ホームページ」
「会議所ニュース市民版」等の内容充実
・役員議員懇談会、新規会員懇談会の開催
・会員福利厚生事業（会員・共済ツアー等）
・各種共済制度、業務災害補償制度普及促進
・ビジネスモール（ネット取引）の普及促進
・各種検定に関する事業
珠算、簿記、ＰＣ、リテールマーケティング、福祉住環境コーディネーター、漢字等各
種検定試験の実施

Ⅷ．各種関連団体
所管団体
(１) 米沢・会津・小山地域高規格道路建設促進期成会
(２) 会津方部商工観光団体協議会
(３) （公財）会津地域教育・学術振興財団
(４) 会津地区道路整備促進期成同盟会
(５) 会津 EU 協会
(６) 会津若松自衛隊協力会
(７) 会津若松税務関係団体協議会
(８) 会津若松地区警察官友の会
(９) 磐越西線ＳＬ等運行活性化推進協議会
(１０) 日本珠算連盟会津支部
(１１) 福島県営会津武道館建設促進期成会
(１２) あいづ芸妓振興友の会
(１３) 福島エネルギー懇談会会津若松支部
(１４) 会津ブランド推進委員会
(１５) 会津の文化×地域振興プロジェクト協議会

関係団体役職
(１) 日本商工会議所（会員）
(２) 日本商工会議所地域活性化委員会（副委員長）
(３) 日本商工会議所まちづくり・農林水産資源活用専門委員会（共同委員長）
(４) 日本商工会議所観光専門委員会（委員）
(５) 東北六県商工会議所連合会（会員）
(６) 福島県商工会議所連合会（副会長）
(７) 道路整備促進期成同盟会全国協議会（会員）
(８) （一社）東北経済連合会（会員）
(９) （一社）東北ニュービジネス協議会（会員）
(１０) 東北情報通信懇談会（会員）
(１１) 福島県東北横断自動車道建設促進期成同盟会（副会長・幹事）
(１２) 福島エネルギー懇談会（副会長）
(１３) 福島県豪雪地域対策連絡協議会（会員）
(１４) （公財）福島県国際交流協会（理事）
(１５) 福島県自衛隊協力会連合会（副会長）
(１６) 福島県自衛隊退職者雇用協議会（会員）
(１７) 福島県警察官友の会連合会（副会長）
(１８) 福島県産業教育振興会（常任理事）
(１９) 福島県信用保証協会（理事）
(２０) 福島県火災共済協同組合（総代）
(２１) 福島県社会福祉協議会（賛助会員）
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(２２)
(２３)
(２４)
(２５)
(２６)
(２７)
(２８)
(２９)
(３０)
(３１)
(３２)
(３３)
(３４)
(３５)
(３６)
(３７)
(３８)
(３９)
(４０)
(４１)
(４２)
(４３)
(４４)
(４５)
(４６)
(４７)
(４８)
(４９)
(５０)
(５１)
(５２)
(５３)
(５４)
(５５)
(５６)
(５７)
(５８)
(５９)
(６０)
(６１)
(６２)
(６３)
(６４)
(６５)
(６６)
(６７)
(６８)
(６９)
(７０)
(７１)
(７２)

福島空港利用促進協議会（会員）
福島県会津線等対策協議会（副会長）
福島県共同募金会会津若松支会（委員）
あいづまるごとネット運営会議（委員）
磐越自動車道沿線都市交流会議（会員）
会津地域産業保健センター運営協議会（委員）
会津地域職業能力開発推進協議会（委員）
会津地域産業活性化協議会（委員）
会津職業能力開発促進センター部会（委員）
地球にやさしい“ふくしま”県民会議会津地方会議（委員）
会津漆器技術後継者養成協議会（委員）
会津縦貫道整備促進期成同盟会（理事・幹事）
会津東山自然休養林保護管理協議会（顧問）
桜咲く会津プロジェクト実行委員会（監事）
会津ブランドものづくりフェア実行委員会（副委員長・幹事）
会津大学短期大学部地域活性化センター運営推進会議（委員）
テクノアカデミー会津人材育成推進協議会（委員）
会津経済研究会（監事）
会津芸文センター（会員）
会津産学懇話会（会員）
(公社)会津若松法人会（会員）
(公財)日本電信電話ユーザー協会会津若松地区協会（会長・事務局長）
会津若松天栄間道路整備促進期成同盟会（理事）
会津若松熱塩加納自転車道促進期成同盟会（会員）
（公財）会津若松文化振興財団（理事長）
会津若松社会保険委員会（委員）
会津若松市除雪対策協力会（会長）
会津若松地方広域市町村圏整備組合廃棄物処理料金審議会（委員）
会津若松地方防火管理者会（会員）
会津・野岩鉄道利用促進協議会（幹事）
会津若松経営品質協議会（会長）
会津若松経営品質賞委員会（委員）
会津若松市都市計画審議会（委員）
会津若松市中心市街地活性化協議会（会長・幹事長・専務）
会津若松市商工審議会（副会長）
会津若松市国民健康保険運営審議会（委員）
会津若松市水道事業経営審議会（会長）
会津若松市景観審議会（委員）
会津若松市行政機構審議会（委員）
会津若松市国際交流協会（理事）
会津若松市交通対策協議会（副会長）
会津若松市農政審議会（委員）
会津若松市廃棄物処理運営審議会（委員）
会津若松市地域公共交通会議（監事・幹事）
会津若松市次世代育成支援対策地域協議会（委員）
会津若松市自立支援協議会（委員）
会津若松市障がい者差別解消支援地域協議会（委員）
会津若松市買物弱者対策地域協議会（委員）
まちなか周遊バス運行事業実行委員会（副委員長）
まちなか賑わいづくりプロジェクト実行委員会（委員）
会津若松市社会福祉協議会（評議員）
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(７３) 鶴ヶ城ハーフマラソン大会実行委員会（委員）
(７４) 十日市実行委員会（委員）
(７５) 会津若松フィルムコミッション（副会長）
(７６) 会津若松市定住・二地域居住推進協議会（副会長）
(７７) 会津若松市空家等対策協議会（委員）
(７８) 新生日本・再生故郷実行委員会（副委員長）
(７９) 会津若松市民親善交流推進実行委員会（委員）
(８０) 会津若松観光農業推進協議会（委員）
(８１) 会津カード運営協議会（会員）
(８２) 極上の会津プロジェクト協議会（会員）
(８３) 会津若松市地産地消推進協議会（委員）
(８４) 会津若松市食と農の景勝地推進協議会（副会長）
(８５) あいづ食の陣実行委員会（委員）
(８６) 会津若松市市民憲章推進委員会（委員）
(８７) 会津若松市産業資産利活用推進協議会（監事）
(８８) 会津ＩＴ産業振興協議会（監事）
(８９) 会津若松医工連携連絡会議（構成団体・座長）
(９０) 会津まつり協会（副会長）
(９１) 会津若松市日中友好協会（会員）
(９２) (一財)会津若松市中小企業勤労者福祉サービスセンター（理事長）
(９３) 暴力追放会津若松市民会議（顧問）
(９４) 阿賀川新橋梁建設促進期成同盟会（副会長）
(９５) 猪苗代湖岸一周道路整備促進期成同盟会（理事・幹事）
(９６) 磐越西線 SL 定期運行推進協議会（副会長・理事・幹事）
(９７) 八重の像顕彰委員会（委員長）
(９８) 松江豊寿記念碑建設実行委員会（委員長）
(９９) 会津会（会員）
(１００) 徳川みらい学会（会員）
(１０１) 山川健次郎顕彰会（参与・理事）
(１０２) 野口英世博士顕彰会（会員）
(１０３) 蒲生氏郷公顕彰会（会員）
(１０４) 「論語」素読による地域活性化事業実行委員会（監事）
(１０５) 南東北インランド・デポ設置促進協議会（会員）
(１０６) オールふくしま中小企業・小規模事業者経営支援連絡協議会会津地域サポート委員会（委員）
(１０７) ふくしまの未来を担う地域循環型人材育成（COC+）会議（委員）
(１０８) 会津「The１３」事業協議会（委員）
(１０９) 会津鉄道㈱（取締役）
(１１０) ㈱エフエム会津（取締役）
(１１１) ㈱まちづくり会津（代表取締役）
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