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◇基本方針 
新型コロナウイルス感染症の世界規模での発生は、これまでにないほどの経済停滞を招き、発

生から 1 年以上経過した現在も終息には至っておらず、人々の生活様式まで変えざるを得ない状
況、いわゆる“コロナ禍”にあっては、傷ついた経済を元に戻すことは容易なことではありませ
ん。 
当会津地域においては、従来からの若者の流出、事業主の高齢化や後継者不足による廃業の増

加、また、常態化・激甚化する自然災害、さらに、原発事故の風評等が根強く残る中、この新型コ
ロナウイルス感染症の発生、拡大は管内経済に甚大な影響を及ぼしています。 
しかし、このよう中でも、管内事業所はその事業継続と雇用の維持に懸命に取り組んでおりま

すので、商工会議所はこれらの商工業者を徹底支援することが最優先であることは勿論、併せて
経済に好循環をもたらす方策も講じなければなりません。 
このようなことから、令和 3 年度事業実施にあたりましては、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コロナ禍
を克服し、未来に向け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．地域を支える小規模・中小企業の事業継続、変革後押し 
コロナ禍においては小規模・中小企業の経営環境が大きく変化しておりますことから、ウィズ

コロナ、ポストコロナを見据え、様々な変化に対応しながら、事業継続意欲の向上を図ることが
急務であります。そのために生産性や経営力向上のためのデジタル技術の実装、働き方改革への
対応、海外展開・知的財産活用等、事業所の成長に向けたパラダイムシフト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、経営指導員による個別巡回・窓

口相談の強化により、経営実態を把握し専門家等も活用しながら、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、行政とともに策定した経営発達支援計画
に基づき、伴走型の事業計画策定・実行支援を継続し、コロナ禍による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、業態転換・創業・第二創業・新事業展
開等、中小企業相談所の総力を上げて徹底支援し、地域経済の底上げを図ってまいります。 
 

Ⅱ．需要喚起事業推進 
 昨年 10月、コロナ禍による経済の停滞が深刻化したことから、行政と連携し需要喚起事業
『プレミアム商品券発行事業』を実施し、年末年始の消費需要を大きく引き上げ、併せて事業所
支援の一助とすることができました。令和 3年度もコロナ禍の早期収束が見込めないことから、
前年度に引き続き、行政と連携しながら最大限の効果が得られるような需要喚起事業を行ってま
いります。 
 

Ⅲ．定住人口の維持、交流人口拡大推進 
コロナ禍により、東京一極集中のリスクが再認識され、地方移住や企業の地方移転への関心が

高まる中で、このような動きを具現化させるためには、受け皿となる地域の魅力を高めるローカ
ルファーストのまちづくりが重要であることから、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、行政と連携し工業団地造成や都市機能の充実を図り、首都圏から地方への
流れが加速するよう長期的視野で推進してまいります。 
また、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

人口の拡大を推進し、人口減少時代に対応してまいります。特に観光振興では、コロナ禍により
大幅にその需要が減少したことから、ポストコロナにおける需要回復を前提とした新たな観光振
興の取組など、地方創生の再起動が必要でありますので、DMO と協働しながら、取り組んでまい
ります。 
 
Ⅳ．市街地活性化推進 
 会津若松駅前整備については、会津若松市が中心となり、本格的な整備計画策定に入ってお
ります。また、整備区域を取り巻く周辺民地については、開発におけるポテンシャルが高い区域
もありますので、検討の場を設けてダイナミックに推進してまいります。さらに、中心市街地に
おいては、まだまだ開発が必要な低・未利用地が点在し、特に中心部においては、コロナ禍によ
り疲弊度合いがますます顕著になっております。このような中、会津若松市では立地適正化計画
策定に着手しており、都市機能の誘導、民間施設の整備に対する支援や立地を緩やかに誘導する
仕組みづくりを行うことにより、インフラ整備や土地利用規制など、従来の制度と立地適正化計
画との融合による新しいまちづくりが可能になることから、行政との協働による中心部の再開発
構想を策定・推進してまいります。 
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Ⅰ．地域を支える小規模・中小企業の事業継続、変革後押し 
  

 ①経営指導員による巡回・窓口相談の強化 

 ②「経営発達支援計画」に則った伴走型の経営計画策定・実行支援 

 ③会員企業経営支援補助制度の継続実施 

④円滑な事業承継・後継者対策支援 

 ⑤生産性向上のための技術革新・デジタル技術の実装支援 

 ⑥新商品開発（商品・サービスの高付加価値化）  

 ⑦新分野進出・販路開拓等支援 

 ⑧改正法制度等への円滑な対応支援 

 ⑨事業継続力強化計画策定支援 

 ⑩起業・創業・第二創業支援 

 ⑪専門家の招聘等による各種研修会・講習会・相談会等の開催 

 ⑫各種補助金・助成金等の迅速な情報提供と活用支援 

 ⑬小規模事業者経営改善資金および各種制度融資の利用推進 

 ⑭経営安定特別相談事業のＰＲ・利用推進 

⑮人材育成・雇用対策支援 

 ⑯各種共済制度（小規模企業共済・経営セーフティ共済）の利用推進 

 ⑰経営に関する各種調査の実施 

 ⑱金融機関ほか、関係機関・団体等との連携強化 

 
Ⅱ．需要喚起事業推進 
  ・プレミアム商品券発行事業の継続実施 

  ・電子版プレミアム商品券の研究 

 ・キャッシュレス決済の推進 

    

Ⅲ．定住人口の維持、交流人口拡大推進 
 １ 移住奨励 

・首都圏の移住希望者向けフェアへ参画 

地域の魅力 PR、空き店舗及び空き家活用の情報提供等 

・ワーケーション、地方創生テレワーク等協力 

 

 ２ 定住人口維持、交流人口拡大 

・求職者の地元定着促進、企業誘致協力、新工業団地造成推進 

  ・創業、新産業創出支援による人材の域外流出抑制 

・交流人口拡大 

DMO を中心とした観光振興・インバウンド推進・二地域居住推進等 

 

Ⅳ．市街地活性化推進 
  ・駅前の整備事業への協力及び周辺地域の開発検討 

  ・街なか賑わい拠点等需要動向調査 

・市街地再開発構想策定 

・シネマコンプレックス、美術館等の誘致建設促進 
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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新型コロナウイルスの影響を踏まえたセミナーの開催 

   ②来店者へマスク着用や手指消毒を呼びかけるステッカーの作製 

   ③ソーシャルディスタンス確保を誘導するフロアステッカーの作製 

   ④感染予防対策の促進と実施店舗のＰＲ 

 （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「商業活性化×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運転免許証返納者サービス店ガイドブックの発行 

③会津若松まちゼミ事業への協力・支援 

（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利活用助成金 
②各種イベントでの展示、ＰＲ 
③新規作製 

（２）「ふくしま農業女子ネットワーク」応援・連携事業 
①飲食店向け野菜直売会や料理教室の開催 
②地域産業６次化に向けた関係機関との連携支援と交流事業の開催 
③各種物産展への出店支援 

（３）経営基盤強化の支援 
①経営課題、デジタル化推進に関するセミナーの開催 
②新型コロナウイルス感染症対策在庫品特別販売会の開催 

（４）ふくしま農業女子ネットワーク、あいづ“まるごと”ネット、会津若松市農政課、福島県

トラック協会会津支部、会津若松市公設地方卸売市場協会、会津若松卸商団地協同組合

など関係機関、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高校生のためのものづくり就職ミニフォーラムの開催 

（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企業ＰＲ動画作成補助事業 

  ②会津ゲンバ男子のクリアファイル作製及び特設ホームページの充実 

（３）製造現場のデジタルトランスフォーメーション推進事業 

  ①スマートファクトリー２０２１視察会 

（４）関係機関、他部会との連携 

  ①三都市（仙台・米沢・会津若松）商工会議所工業部会交流会（会津若松開催） 

②会津産業ネットワークフォーラム、他部会との連携 
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４ 漆器部会 

（１）販路拡大に向けた支援 
  ①「会津漆器蔵出し市」の開催及び会津若松市補助制度の利用促進 

   ②見本市等出展助成事業の推進 
   ③若手職人等の個展・展示会の開催支援 

（２）漆器ＰＲ事業 
   ①ミニフラッグの作成・配布 

②会津大学卒業生への記念品贈呈 
 （３）若手職人向け支援 
   ①経営支援の強化 
（４）会津若松酒造協同組合、福島県社交飲食業生活衛生同業組合あいづ支部、会津若松飲食

業組合、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ジュニアインターンシップへの協力 
②中高生等を対象とした建設現場見学会 

（２）建設産業に関する勉強会 
   ①建設分野におけるデジタルトランスフォーメーション推進のための視察研修・セミナー 
（３）行政や関係機関との意見交換会 
（４）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）コロナ時代の地域産品販売促進事業 

  ①地域の食材を使った「食育手作りキット」の開発と販売ＰＲ 

  ②福島フェス２０２１ａｔ六本木ヒルズへの出店 

  ③会津名産品を全国に販売する「ふるさと会津定期便」事業 

  ④催事イベント出店ＰＲ事業 
  ⑤デジタル化推進に関するセミナーの開催 
  ⑥「おもてなしギフトショップ」へ出店の推進 

（２）新型コロナウイルス感染防止商品の配布 
 （３）行政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 

④ふくしま発酵ツーリズム推進事業との連携 
 

７ 観光・旅客運送部会 

（１）教育旅行の支援 
  ①誘致活動への支援 
  ②参加・体験型学習の受入支援 
  ③誘致促進事業（教育旅行用あかべこ券等）のニーズ調査及び継続要望 
（２）集客拡大事業の推進 
  ①各機関が実施する飲食店需要喚起事業の推進 
  ②會津うまいものガイドブック２０２２及びＷｅｂ版の内容充実 
（３）インバウンドの推進 
  ①外国人旅行者の来航再開を見据えた誘客運動の協力 
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（４）関係事業、団体等との連携・協力 
  ①東北デスティネーションキャンペーン 
  ②オリンピック・パラリンピック誘客推進事業実行委員会 
  ③四季島おもてなし 
  ④ナイトタイムエコノミー 
  ⑤ＤＭＯ事業推進 

⑥行政・関係機関との懇談会の開催 
 
８ 金融部会 

（１）講習会・セミナー開催事業 

①経営課題解決のための各種セミナー 

②インターネット活用「ＷＥＢ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 

（２）関係団体との連携事業 

①新型コロナウイルス感染防止フロア誘導ステッカーの普及 

②醸造・食品製造部会や会津ブランド推進委員会が企画する地域産品セットのＰＲ 

③金融機関担当者と当所職員との情報交換等の開催 

④ＡｉＣＴ入居企業と金融機関職員等との交流会 

⑤経営支援のための情報発信とビジネスマッチング等による販路拡大支援 

⑥事業承継及び新規創業のための連携強化 

⑦経営安定に向けた個別相談会の開催 

 

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 
（２）中小企業のデジタル化支援 
  ①Ｗｅｂ会議システム「Ｚｏｏｍ」体験セミナー 
  ②中小企業のデジタル化推進に向けた調査研究と普及啓発 
（３）関係機関・部会等との連携 
  ①専門団体との連携による広報の支援 

②関係機関・部会等との連携 
 

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 
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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）デジタル化推進委員会 

    会員事業所及び事務局のデジタル化の推進と会津若松市「スーパーシティ」構想の理解

促進 
 
Ⅵ．地域創生を加速する諸事業 
 １ 要望活動 

  ・業界の課題、管内・全会津のまちづくり、地域活性化についての行政等へ要望・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

及び福島県商工会議所連合会等と連動した復興推進・要望 

・磐越自動車道の全線四車線化の早期実現及び会津縦貫南道路の早期開通 

・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） 

  ・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 

 ・会津若松まちゼミ推進協力 

・日本遺産「会津三十三観音めぐり」事業への協力 

 ・ＤＭＯ推進事業への協力 

 ・福島県立博物館との連携 

・歴史・文化、芸術の香るまちづくり推進 

・シネマコンプレックス、美術館等の誘致建設促進 

・会津若松市「スーパーシティ」構想への協力 

・脱炭素社会実現への協力 

・地方創生 SDGs 実現への協力 

・会津文化観光事業への協力 

 

 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 

・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、観光ビューロー、ＪＡ、報道機関

等） 

 

Ⅶ．運営全般に関する事項 

・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」「会議所メールマガジ

ン」等の内容充実 

   ・役員懇談会、新規会員懇談会の開催 

  ・会員事業所優良従業員表彰式の開催 

  ・会員福利厚生事業 

  ・健康経営の普及促進 
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・各種共済制度、業務災害プラン等コロナ対策制度の普及促進 

  ・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・インバウンド専門委員会（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（政策議員） 

(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) （公財）福島県観光物産交流協会（評議員） 

(16) 福島県自衛隊協力会連合会（副会長） 

(17) 福島県自衛隊退職者雇用協議会（会員） 

(18) 福島県警察官友の会連合会（副会長） 

(19) 福島県産業教育振興会（常任理事） 

(20) 福島県信用保証協会（理事） 

(21) 福島県火災共済協同組合（総代） 

(22) 福島県社会福祉協議会（賛助会員） 

(23) 福島空港利用促進協議会（会員） 

(24) 福島県会津線等対策協議会（副会長） 

(25) 福島県共同募金会会津若松支会（委員） 

(26) 福島県固定資産評価審議会（委員） 

(27) 福島県行財政改革推進委員会（委員） 
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(28) あいづまるごとネット運営会議（委員） 

(29) 磐越自動車道沿線都市交流会議（会員） 

(30) 会津地域産業保健センター運営協議会（委員） 

(31) 会津地域職業能力開発推進協議会（委員） 

(32) 会津地域産業活性化協議会（委員） 

(33) 会津職業能力開発促進センター部会（委員） 

(34) 地球にやさしい“ふくしま”県民会議会津地方会議（委員） 

(35) 会津漆器技術後継者養成協議会（委員） 

(36) 会津縦貫道整備促進期成同盟会（理事・幹事） 

(37) 会津東山自然休養林保護管理協議会（顧問） 

(38) 桜咲く会津プロジェクト実行委員会（監事） 

(39) 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） 

(40) 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） 

(41) テクノアカデミー会津人材育成推進協議会（委員） 

(42) 会津経済研究会（監事） 

(43) 会津芸文センター（会員） 

(44) 会津産学懇話会（会員） 

(45) (公社)会津若松法人会（会員） 

(46) (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） 

(47) 会津若松天栄間道路整備促進期成同盟会（理事） 

(48) 会津若松熱塩加納自転車道促進期成同盟会（会員） 

(49) （公財）会津若松文化振興財団（理事長） 

(50) 会津若松社会保険委員会（委員） 

(51) 会津若松市除雪対策協力会（会長） 

(52) 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） 

(53) 会津若松地方防火管理者会（会員） 

(54) 会津・野岩鉄道利用促進協議会（幹事） 

(55) 会津若松経営品質協議会（会長） 

(56) 会津若松経営品質賞委員会（委員） 

(57) 会津若松市都市計画審議会（委員） 

(58) 会津若松市都市再生整備計画事業評価委員会（委員） 

(59) 会津若松市中心市街地活性化協議会（会長・幹事長・専務） 

(60) 会津若松市商工審議会（副会長） 

(61) 会津若松市国民健康保険運営審議会（委員） 

(62) 会津若松市上下水道事業経営審議会（会長） 

(63) 会津若松市景観審議会（委員） 

(64) 会津若松市環境審議会（委員） 

(65) 会津若松市行政機構審議会（会長） 
(66) 会津若松市交通対策協議会（副会長） 
(67) 会津若松市農政審議会（委員） 
(68) 会津若松市廃棄物処理運営審議会（委員） 
(69) 会津若松市地域公共交通会議（監事・幹事） 
(70) 会津交通圏タクシー事業適正化・活性化協議会（委員） 
(71) 会津若松市次世代育成支援対策地域協議会（委員） 
(72) 会津若松市自立支援協議会（委員） 
(73) 会津若松市障がい者差別解消支援地域協議会（委員） 
(74) 会津若松市買物弱者対策地域協議会（委員） 
(75) 会津若松市文化財保存活用地域計画協議会（委員） 
(76) まちなか周遊バス運行事業実行委員会（副委員長） 
(77) まちなか賑わいづくりプロジェクト実行委員会（委員） 
(78) 会津若松市社会福祉協議会（評議員） 
(79) 鶴ヶ城ハーフマラソン大会実行委員会（委員） 
(80) 十日市実行委員会（委員） 
(81) 会津若松フィルムコミッション（副会長） 
(82) 会津若松市定住・二地域居住推進協議会（副会長） 
(83) 会津若松市空家等対策協議会（委員） 
(84) 新生日本・再生故郷実行委員会（副委員長） 
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(85) 会津若松市民親善交流推進実行委員会（委員） 
(86) 会津若松観光農業推進協議会（委員） 
(87) 会津カード運営協議会（会員） 
(88) 極上の会津プロジェクト協議会（会員） 
(89) 会津文化観光事業連絡会議（委員） 
(90) 会津若松市文化観光推進協議会（会員） 
(91) 会津若松市地産地消推進協議会（委員） 
(92) 会津若松観光ルネッサンス協議会（会長） 
(93) 会津ＤＭＯ会議（副会長・幹事） 
(94) あいづ食の陣実行委員会（委員） 
(95) 会津若松市市民憲章推進委員会（委員） 
(96) 会津若松市産業資産利活用推進協議会（監事） 
(97) 会津ＩＴ産業振興協議会（監事） 
(98) 会津若松医工連携連絡会議（構成団体・座長） 
(99) 会津若松市入札等に関する有識者会議（委員） 
(100) 会津若松市立地適正化計画策定会議（委員） 
(101) 会津若松駅前周辺まちづくり検討委員会（委員） 
(102) 東京 2020 オリンピック・パラリンピック観光誘客促進事業実行委員会（監事） 
(103) 会津まつり協会（副会長） 
(104) 会津若松市国際交流協会（会長） 
(105) 会津若松市日中友好協会（会員） 
(106) (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） 
(107) (一財)地域ベンチャー創成支援財団（評議員） 
(108) 暴力追放会津若松市民会議（顧問） 
(109) 阿賀川新橋梁建設促進期成同盟会（副会長） 
(110) 猪苗代湖岸一周道路整備促進期成同盟会（理事・幹事） 
(111) 磐越西線 SL 定期運行推進協議会（副会長・理事・幹事） 
(112) 会津若松市「美術館等の展示・収蔵施設」の建設を進める会（会長） 
(113) 八重の像顕彰委員会（委員長） 
(114) 会津会（会員） 
(115) 徳川みらい学会（会員） 
(116) 山川健次郎顕彰会（会友・会員） 
(117) 野口英世博士顕彰会（会員） 
(118) 蒲生氏郷公顕彰会（会員） 
(119) 町野主水家顕彰会（会員） 
(120) 南東北インランド・デポ設置促進協議会（会員） 
(121) 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） 
(122) 会津「The１３」事業協議会（委員） 
(123) 会津鉄道㈱（取締役） 
(124) ㈱エフエム会津（株主） 
(125) ㈱まちづくり会津（代表取締役） 

 
 


