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事 業 報 告
＝持続可能な地域の創生＝

会津若松商工会議所



組織
－部会・会員数－

部会名 部会員数

小売商業部会 ５６６

卸物流部会 １３４

工業部会 １２０

漆器部会 １１９

建設部会 ５７３

醸造・食品製造部会 ５６

観光・旅客運送部会 ３７７

金融部会 ８６

文化情報・サービス業部会 ６３６

合 計 ２，６６７
平成３１年３月３１日現在



平成30年度の重点的な取組
－「持続可能な地域の創生」に向けて－

１．移住と創業・事業承継の推進

２．中小企業相談所の事業所支援強化

３．全国商工会議所観光振興大会in会津若松

４．部会活動の活性化



地方創生の取組み
－移住と創業・事業承継の推進－

▲新規開催となった移住セミナーでは、会津に移住し
た女性から暮らしぶりや会津の魅力を参加者へ伝えた。
＜会津若松市移住セミナー 8月3日 東京交通会館＞

▲東北６県が集結し、田舎暮らし希望者へ東北の
「しごと」や「くらし」をアピール。
＜東北U・Iターン大相談会 7月15日 東京交通会館＞



地方創生の取組み
－空き店舗×創業応援事業の推進－

▲福島県、会津若松市、㈱まちづくり会津との連携により実施した『歩いて暮らせるまちづくり強化プロ
ジェクト事業』で、「空き店舗×創業応援事業」を当所が主管し、行政や各商店街等と連携を取り、中心
市街地の空き店舗を活用した創業・起業の促進を図った。



中小企業相談所の事業所支援強化
－経営指導員等による管内事業所への伴走型支援－

◆巡回・窓口相談 ・・・ ９３８事業所 ３，３１１回
◆取引照会 ・・・ １２件（県内４件・県外８件）
◆金融斡旋 ・・・ ７６件 ４１５，０００千円
◆小規模事業者持続化補助金 ・・・ 支援１８件 採択１０件
◆助成・補助事業

商店街空き店舗対策補助事業 ３商店街 ５事業所
見本市等出展助成事業 １８事業所

◆専門家派遣 ・・・ ４事業所 ８回
◆個別相談・指導 ・・・ 延べ６７９件

（内容：法律・事業承継・労務・税務・貿易・健康など）

◆集団指導（セミナー等） ・・・ ９回
（内容：販売促進・人材育成・営業・組織力強化・消費税など）



『観光地から感動地へ』
－全国商工会議所観光振興大会in会津若松の開催－

▲有意義な大会を目指し挨拶する渋川会頭

「観光地から感動地へ～地方都市の観光創造に向けて」をテーマに開催。北海道から沖縄まで１９０商工会議所から
約１３００名が参加した。

▲一箕中生による白虎隊剣舞

▲笑顔のお出迎え



全国商工会議所観光振興大会in会津若松
－会津の食で友好を深める 全体交流会－

▲大会の盛会を祝い鏡開き

あいづ総合体育館では全体交流会を開催。東山芸妓衆による歓迎の祝舞で開幕。会津を中心とした県内各地
の食材による料理を提供したほか、全国新酒鑑評会において史上初の６年連続金賞受賞蔵数全国一に輝いた
本県の地酒を振る舞い、風評払拭に向けて本県のグルメを堪能していただいた。

▲大いに盛り上がった全体交流会



全国商工会議所観光振興大会in会津若松
－分科会と視察でテーマを深掘り－

分科会は５つのテーマで、パネルディスカッション

▲注目を集めた第３分科会 「歴史資源を活かした観光地づくり」
左から県立博物館の赤坂館長、俳優の紺野美沙子氏、会津松平家１
４代当主の松平保久氏、会津会会長の柳澤秀夫氏

分科会テーマ

「広域連携」

「インバウンド」

「歴史資源活用」

「災害と観光」

「ＩＣＴと観光」



全国商工会議所観光振興大会in会津若松
－分科会と視察でテーマを深掘り－

基調講演や分科会の座学に対して実地の場として視察研修（エクスカーション）も実施。日帰りと１泊２日
のコースに分かれ、会津や県内の各地を訪れた。

▲会津ころり三観音のひとつ鳥追観音 ▲七日町界隈

▼安積疎水の要・十六橋

福島県内への経済波及効果 １.３億円（推計)



ゆかりの地交流事業
－日本商工会議所 事業活動表彰を受賞―

▲三村日本商工会議所会頭から表彰を受ける渋川会頭

当所と１１の商工会議所からなる『ゆかりの地ＣＣＩ観光ネットワーク』事業。９月２０日開催の日本商工
会議所総会の席上、事業活動表彰を受賞した。

参加商工会議所 函館、余市、むつ、米沢、日光、横須賀、静岡、浜松、岡崎、桑名、京都（支援ＣＣＩ参加）



意見・要望活動
－中小企業支援や産業振興、道路整備予算確保などを要望－

▲会津地域のインフラ整備や観光振興策の強化などを要望
〔会津方部商工観光団体協議会〕

▲中小企業支援など要望事項について、内堀雅
雄知事がコメント〔知事を囲む県下商工会議所
正副会頭会議〕

▲高橋克法国土交通政務官に「磐越自動車道の
全線４車線化」「会津縦貫南路の建設促進」な
どを要望〔会津地区道路整備促進期成同盟会〕



部会・委員会活動
－小売商業部会－

▲商工会議所ならではの異業種交流の場として実施。自
社ＰＲや情報交換が盛んに行われた。

＝会員事業所交流懇談会 H30.10.3＝

▼ゆりの木通り商店街の活動拠点コミュニティスペース
で、若者が活躍する商店街に学ぶ。

＝商店街視察研修H30.11.28～29＝



部会・委員会活動
－卸物流部会－

▲会津アピオフェスティバルで、ラッピングトラックの
荷台を特設ステージに太鼓や射的でＰＲ。

＝ラッピングトラック事業 H30.9.2＝

▼女性農業者の活躍をＰＲ。
＝ふくしま農業女子ネットワーク＠会津

ガイドブック H30.11月＝



部会・委員会活動
－工業部会－

▼本年４月に開所した「ＩＣＴオフィス」の建設現場と、
“畳おもて”などを製造する「会津大建加工㈱」を見学。

＝工場見学会 H30.12.13＝

▲製造業のイメージアップを図る事業。本年は座談
会の様子を市民へＰＲした他、中学生の卒業記念品
としてクリアファイルを贈呈した。

＝会津ゲンバ男子事業＝



部会・委員会活動
－漆器部会－

▼仙台箪笥や木製玩具の製造元を視察、会津漆器とのコラボ
レーションの可能性を探った。

＝視察研修 H31.1.21～22＝

▲会津大学生への卒業記念品として蒔絵のマウス
パッドを製作、贈呈した。

＝会津漆器ＰＲ事業 h31.3.20＝



部会・委員会活動
－醸造・食品製造部会－

▼会津の食文化ＰＲ事業の一環で京都視察研修会を実施、
老舗企業の取組やノウハウ、インバウンド状況を学んだ。

＝京都視察研修会 H30.9.19～20＝

▲ゴール地点にて「酒粕甘酒」や「微発泡酒」「会津産の
素材を使用した特製の豚汁」を振舞い、会津の食の魅力を
発信した。

＝ONSEN・ｶﾞｽﾄﾛﾉﾐｰｳｫｰｷﾝｸﾞ出展 H30.6.3＝



部会・委員会活動
－建設部会－

▼市役所新庁舎整備について、会津若松市と意見交換会を
開催。庁舎整備の進捗状況等についての説明に対し、活発
な意見交換がなされた。

＝会津若松市と意見交換 H30.11.12＝

▲会津若松市役所の建替え等を見据え「アオーレ長岡」を
視察。懇談会では、今後の市役所建替えに向けての課題等
について学んだ。

＝視察研修 H30.6.7＝



部会・委員会活動
－観光・旅客運送部会－

▼全国商工会議所観光振興大会に合わせ、会津の夜を楽し
んでいただくため、スナックを特集した「ナイトマップ」
を作成し参加者へ配布した。

＝ナイトマップ作製 H30.10月＝

▲インバウンド対策ツール「指さしコミュニケーション
シート」の活用講座を開催。インバウンドに備え、効果的
活用法を学んだ。

＝指差しｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｼｰﾄ活用講座 H30.6.8～9＝



部会・委員会活動
－金融部会－

▼より多くの会員企業の経営支援のため、２４時間、３６
５日、５００以上の最新講座を無料で視聴できるＷＥＢセ
ミナー事業を開始。

＝会員経営支援「WEBｾﾐﾅｰ」 H30.10月＝

▲事業承継や事業再生、創業支援等の事業所に対する経営
支援、ビジネスマッチングや企業誘致などそれぞれのネッ
トワークを活かした取組について情報を共有した。

＝金融機関と当所担当者会議 H30.6.15＝



部会・委員会活動
－文化情報・サービス業部会－

▼空き店舗対策・まちづくりを考える勉強会を開催。併せ
て本年オープンした文化商業施設「福西本店」の見学会を
実施、中心市街地の賑わい創出のヒントを学んだ。

＝勉強会・施設見学会 H30.11.12＝

▲会員企業の健康経営を目指し、健康をテーマにセミナー
を実施。健康寿命の延伸のためのポイント、予防医学の重
要性を訴えた。

＝経営者のための健康セミナー H30.9.7＝



部会・委員会活動
－会津ブランド推進委員会－

▼ＳＮＳによる情報発信セミナーの後、初開催した事業者
ミーティングでは、認定事業者同士が「会津ブランド」の
販売戦略について議論、活発な意見交換がなされた。
＝販売促進セミナー・事業者ミーティング H30.10.102＝

▲東京日本橋にある第四銀行東京支店のイベント会場「ブ
リッジにいがた」において、会津ブランド認定品を集めた
物産フェアを開催。多くの来場者で賑わった。

＝会津ブランド認定品物産フェア H30.7.13～14＝



芸文交流台湾⇔会津プロジェクト
「台湾と会津フォーラム」

▲西川満の功績を語る長男・潤さん（右）と張さん（左）▲観光・地域振興に博物館の活用を求める

各種事業
－文化振興や台湾との交流など新たな取組みを開始－

会津の文化×地域交流
プロジェクト協議会



雇用対策事業
－「新規高卒者や若者等の雇用促進」－

▲会津若松市・会津地方振興局・ハローワーク会津若松
からの「若者が地元で就職できる機会の確保」要請を受
ける渋川会頭。

▲各企業等で職業体験を行う中学生。

－ジュニアインターンシップ事業－



会員・共済還元事業
－会員事業所・共済加入者のメリットー

◆日帰り人間ドック・助成金制度
会員限定の割引料金等で、

会員事業所の福利厚生を支援。

◆生活習慣病予防健診
低廉な料金設定で、会員事業所の
経営者や家族、従業員の健康を守る。

◆会員親善ゴルフ大会
毎年恒例のゴルフ大会。

秋晴れのもと８５名が参加した。

◆会員感謝祭
毎年好評のディナーショー。

▲ヒット曲「小指の思い出」を熱唱す
る歌手の伊東ゆかりさん。



女性会／青年部
－それぞれ特徴を活かした各種事業を展開－

▲「先人の教えを学び、つなげよう 明日の
会津へ」をスローガンに新体制がスタート。

▲会津大学教授夫人と共に、会津大学の取組
と先端技術を学んだ教養講座

▲本年で１８回目を数えた会津若松発の
「ジュニアエコノミーカレッジ」事業

▲大人気となった観光誘客トレーディングカード

青年部女性会



関係団体事業活動
－それぞれの目的を持ち１１団体が活動ー

◆会津方部商工観光団体協議会
◆会津ＥＵ協会
◆（公財）会津地域教育・学術振興財団
◆会津地区道路整備促進期成同盟会
◆米沢・会津小山地域高規格道路建設促進期成会
◆福島県営会津武道館建設促進期成会
◆会津地区警察官友の会
◆会津若松自衛隊協力会
◆磐越西線ＳＬ等運行・活性化協議会
◆会津若松税務関係団体協議会
◆あいづ芸妓振興友の会



調査事業／検定事業
－経営に役立つ各種調査・検定試験を実施ー

◆ＬＯＢＯ調査
（商工会議所早期景気観測調査）

◆中小企業景況調査
◆市内商店街空き店舗状況調査
◆会員事業所経営実態調査

◆簿記検定・日商ＰＣ検定
◆珠算能力検定、暗算能力検定
◆リテールマーケティング（販売士）検定
◆ＥＣ実践能力検定
◆カラーコーディネーター検定
◆ビジネス実務法務検定
◆福祉住環境コーディネーター検定
◆日本漢字能力検定



広 報
－様々な媒体で商工会議所事業や経営情報を発信ー

◆会津若松商工会議所ニュース（毎月発行）及び市民版（6・9・12月発行）
◆ホームページ ◆あいづうまいものガイドブック ◆ナイトマップ
◆高齢者運転免許証自主返納支援制度ガイドブック ◆会津ゆかりの地カレンダー ◆会津ゲンバ男子」クリアファイル



昨年度も一年間、各種事業等に対しご協力を賜り
心より感謝申し上げます。

会津若松商工会議所


