
令和元年度

事業報告ダイジェスト
〜持続可能な地域の創⽣〜

会津若松商⼯会議所

総括的概要
－「持続可能な地域の創⽣」に向けて－
１．地方創生の取り組み
→当市への移住や創業を促進するため、関係機関と連携し、ＵＩＪターン者を
対象に情報発信につとめました。

２．地域を⽀える⼩規模・中⼩企業の活⼒強化
→消費税率引上げ、軽減税率制度導⼊、キャッシュレスの推進、働き⽅改⾰
への対応等、経営課題の解決につとめました。

３．市街地活性化の推進
→⾏政主導で進む会津若松駅前整備構想策定の調査事業への協⼒と、連動する
中⼼市街地エリアの再開発可能性について、住⺠調査を進めました。

４．部会活動の活性化
→若い⼈材の意⾒を取り⼊れながら、活発な部会活動を展開しました。

管内商⼯業者の経営⼒向上を最優先した事業を展開しました。
特に、「消費税軽減税率制度導⼊」及び「働き⽅改⾰関連法への対応」について

は、制度内容の理解を深めることを第⼀に、周知活動を徹底しました。
また、地域経済への影響が甚大となった新型コロナウイルス感染症については、

日本商⼯会議所等との連携により、情報収集と発信に努め、各種⽀援制度を提供し
ました。
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組織①
－議員総会・懇談会－

▲渋川会頭2期目となる第30期がスタート（臨時議員総会R1.11.1）

▲役員・議員懇談会では部
会事業を共有したほか、
小野常議員、弓田常議員
にご講演いただいた。

（R1.8.30、12.6）
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組織②
－部会・会員数－

部会名 部会員数
小売商業部会 ５５６
卸物流部会 １２７
⼯業部会 １２０
漆器部会 １１４
建設部会 ５５９
醸造・食品製造部会 ５８
観光・旅客運送部会 ３７１
⾦融部会 ８４
文化情報・サービス業部会 ６２７

会員数合計 ２，６１６令和2年3月31日現在

組織率
45.4％

◀商工会議所活用のため新会員が集合、
佐瀬副会頭にご講演いただき、交流を深めた。

（新⼊会員オリエンテーション・交流会
R1.12.13）
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◀東京商工会議所正副会頭ら日本経済界のトップが会
津を訪れ懇談会を開催。復興状況や会津の実情を訴え、
継続的な支援を求めた。（R1.7.30）

◆東京商工会議所と
福島県内商工会議所との懇談会

各種事業①
－「持続可能な地域の創⽣」に向けて－
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▼菅家⼀郎復興副⼤⾂に緊急要望。
資⾦繰りに関すること、消費喚起に関する事、観光に関し、
ふっこう割拡⼤、⾼速道路無料化等を求めた。

（R2.3.21）

◆新型コロナウイルスの感染拡⼤を受け、
中小企業支援の経済対策を緊急要望

▲戊⾠終結150周年の箱館五稜郭祭りにあわせて、ゆか
りの地CCI観光ネットワーク箱館会議を開催。末永い交流
を誓い合った。（R1.5.18）

◆ゆかりの地CCI観光ネットワーク事業

▲国道289号（⼋⼗⾥越道路）の工事進捗状況を視察。
共用開始は2023年半ばの予定で、会津と新潟の更なる経済
交流が期待される。河井継之助が通ったことでも有名で、映画
「峠〜最後のサムライ」は2020年秋公開となる。
（R1.9.10）

◆⼋⼗⾥越道路⾒学ツアー
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▲AiCT⼊居企業との懇談会。アクセンチュア・イノベーション
センター福島の中村センター⻑からスマートシティの概要を
説明いただき、その後、⼊居企業の取組や地域企業に求
めたいことなどを聴いた。（R2.2.12）

◆ＡｉＣＴ⼊居企業との懇談会各種事業②
－「持続可能な地域の創⽣」に向けて－



▶R1.10⽉に実施された消費税率引上げと軽減税率
導⼊への対応・準備促進のため体験コーナーを設置。小
売や飲食など多くの事業者が訪れた。
（R1.4〜8⽉）

◆複数税率対応レジ体験コーナー

◀市⺠版会議所ニュース
にて特集（R1.8.7）

▲電子決済の概要や仕組み、電子マネーの種類、政府
のポイント還元制度等を勉強した「キャッシュレス導⼊セミ
ナー」。（R1.5.29）

各種事業③
－消費税率の引上げ、軽減税率対策－

◆キャッシュレス導⼊セミナー

◆
軽
減
税
率

制
度
の
周
知
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▲働き⽅改⾰に密接に関係する深刻な⼈材不⾜への対応のた
め、「企業プレゼンテーション能⼒向上セミナー（R1.11.28）」、
「⼈材採用担当者研修会（R2.1.16）」を開催。

◆⼈材確保に向けた取り組み

各種事業④
－働き⽅改⾰関連法への対応⽀援－

◆働き⽅改⾰関連法の周知

▲働き⽅改⾰ガイドブックを作成し、全会員へ配布。
「時間外労働の上限規制」、「年5日の年次有給休
暇の取得」、「同⼀労働同⼀賃⾦」の周知徹底を
図った。(R1.9）
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意⾒・要望活動
－中小企業⽀援や産業振興、道路整備などを要望－

▲原⼦⼒災害の風評払拭と⽀援策の継続、会津地域のインフラ整備や観光振
興策の強化等56項目を決議（写真左、R1.8.8）、内堀雅雄福島県知事へ要
望（写真右、R1.9.30）（会津⽅部商⼯観光団体協議会）

▲和田政宗国土交通政務官に「会津縦貫南
路の建設促進」等を要望（R1.10.11会津地
区道路整備促進期成同盟会）

▲菅家⼀郎復興副大⾂に「復興・創⽣期間終了後の財政⽀援と復興庁の後
継組織の設置」を要望（R1.10.11会津⽅部商⼯観光団体協議会）

▲会津地域への多機能型県
営武道館の建設等を要望
（R1.12.26） 9

中小企業相談所の事業所支援
－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・・・・・・・・・・・・・延べ１,２８９事業所３,６７１回
◆取引照会・・・・・・・・・・・・・・・・・・１２件（県内８件・県外４件）
◆⾦融斡旋・・・・・・・・・・・・・・・・・・７１件３９９,１００千円
◆小規模事業者持続化補助⾦・・・・・・・・・・支援１７件、採択１４件
◆ふくしま小規模企業者等いきいき補助⾦・・支援２１件、採択１５件
◆助成・補助事業

商店街空き店舗対策補助事業・・・・・・・・ ３商店街４事業所
⾒本市等出展助成事業・・・・・・・・・・・・・１５事業所

◆専門家派遣・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１１事業所３０回
◆個別相談・指導・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・延べ６４９件

（法律・事業承継・労務・税務・貿易・健康等）
◆集団指導（セミナー等）・・・・・・・・・・・・・・・１３回

（販売促進・⼈材育成・営業・組織⼒強化・消費税等）
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部会・委員会活動①
－小売商業部会－

▶インバウンド・訪日外国⼈への対応強化のため、小売店や飲食店等の
店頭に表示するステッカーを作製、配布した。

＝ウェルカムステッカー（R1.7発⾏）＝

▲岩⼿県の４商店街を視察。商店街⻘年部の活動
や共同駐⾞券事業、キャッシュレス決済の取組など、⾃
らの商店街に活かすべく積極的に意⾒交換を⾏った。

＝商店街視察研修（R1.10.23〜24）＝

▲毎年好評の交流会を開催。27名が参加し、⾃社の紹介や商
品のPRを⾏った。

＝会員事業所交流懇談会（R1.12.3）＝
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部会・委員会活動②
－卸物流部会－

▶平成31年3⽉に完成したラッピングト
ラックの利用促進ＰＲと、農業⼥子の
活動ＰＲ、珍しい農作物料理の試
食・販売を⾏った。
＝「会津若松市公設卸市場まつり」
（Ｒ1.9.29）＝

◀働き⽅改⾰に対応する
ため、生産性向上につなが
る仕事術や、コミュニケー
ション術を学ぶセミナー開
催。
中小企業の幹部や管理
職が受講した。
＝生産性向上・働き⽅改
⾰対応セミナー
（R1.11.13）＝
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部会・委員会活動③
－工業部会－

▲シグマ会津工場様と会津中央乳業様を⾒学。⾼品質の
製品や安全な商品を生み出す取組に聞き⼊った。

＝工場⾒学会（R1.11.21）＝

◀⾼校生の地元定着促進を
目的にミニフォーラムを開催。⾼
校２年生を対象に初めて実施
した。
中川部会⻑が会津で働く意義
を説き、ゲンバ男子がさまざまな
体験談を紹介した。その後は、
丸隆工業様、保志様を工場
⾒学。会津の魅⼒を⾼校生・
保護者に訴えた。

＝ものづくりミニフォーラム
（R1.12.23）＝

▲好評の工場⾒学ガイドブックを３年ぶりにリニューアル。も
のづくり企業34社を掲載。企業研修や教育旅⾏に役⽴て
ていく。＝工場⾒学ガイドブック（R2.2発⾏）＝

の募集も⾏い5名が
追加、20名に︕
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部会・委員会活動④
－漆器部会－

▲会津漆器PRのため⼗日市にブースを
確保。４事業所が出店した。

＝⼗日市に出店（R2.1.10）＝

▲会津漆器業界の将来を担う若⼿職⼈を応援しようと初めて
交流会を開催。「技術を⾒てもらえる場がほしい」等、多数の
意⾒があり、継続的に開催していく。

＝若⼿職⼈との交流会（R2.1.22）＝

▶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。 ＝記念品贈呈（R2.3.16）＝
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部会・委員会活動⑤
－建設部会－

▲会津若松市庁舎整備計画の策定業務を⾏う三菱地所設
計が⼿掛けた建物を視察。同社は、歴史的価値を受け継ぎ
ながら新たな建物を設計する「継承設計」が得意で、それぞれ
のコンセプトや⼿法について説明を受けた。

＝三菱地所設計の建物を視察（R1.9.5〜6）＝

▲会津若松市企画調整課庁舎整備室の佐藤室⻑を招
き、庁舎整備⽅針について最新の情報を聞いた。20名が
出席し、地元企業への発注⽅法等について意⾒交換を
⾏った。

＝市役所庁舎整備計画等説明会（R2.1.23）＝

▲ドローンの活用が急激に進む中、現場での活用事例や
導⼊⽅法、法規制等を学んだ。
＝建設業のためのドローン活用セミナー（R2.2.28）＝
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部会・委員会活動⑥
－醸造・食品製造部会－

▶「食」をテーマにした初の工場⾒学会。会津製麺工業様、会津
天宝醸造様、末廣酒造様を⾒学し、伝統の味を生み出す設備や
衛生管理について理解を深めた。

＝「食」の工場⾒学会（R1.11.29）＝

▲市内の小学生親子を対象に、会津の食⽂化を学ぶ料理教室
を開催。会津の食⽂化を代表する「こづゆ」「鰊の山椒漬け」を実
際に調理し試食した。

＝親子伝統料理教室（R1.7.27）＝

▲農業⼥子が生産した新鮮な夏野菜を使った料理を囲
みながら、農商工連携を推進させるべく情報交換を⾏った。

＝部会員+農業⼥子交流会（R1.8.7）＝
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部会・委員会活動⑦
－観光・旅客運送部会－

▲極上の会津プロジェクト協議会、会津地域連携
センター、会津鉄道冬活性化協議会等と連携し、
60か国から37万⼈が訪れる台北国際旅⾏博を視
察。観光主要都市の戦略を学んだ。

＝台北国際旅⾏博（R1.11.8〜10）＝

▲⼤川荘の渡邉社⻑を招き、外国⼈観光客の対
応と先進観光施設の取組を学んだ。
＝インバウンド対策セミナー（R1.11.19）＝

▲会津への訪問が多い台湾や中国向けに観光ＰＲ動画を撮影。
SNS動画サイト・ウェイボーに投稿した。＝観光プロモ―ション＝ 17

部会・委員会活動⑧
－⾦融部会－

▲各種展示会・商談会・物産展・相談会・補
助⾦等の情報を定期的に発信。
＝経営支援メニュー情報便（R1.8.10）＝

▲県内東証⼀部上場企業アレンザホールディングス浅倉社⻑を招き、若
⼿経営者向けのセミナーとビジネス交流会を開催。経験談をもとに、経営
者の心構え、役割等について学んだ。
＝経営⼒アップセミナー・ビジネス交流会（R2.1.28）＝

◀業績至上主義とは真逆のビジネスモデルを実現した中村朱美さん（日経ウーマン・オブ・イ
ヤー2019⼤賞）のセミナーは、50名が受講。

＝経営安定化セミナー（R1.12.3）＝
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部会・委員会活動⑨
－⽂化情報・サービス業部会－

▲中村達也司法書⼠（当部会副部会⻑）による不動産相続に関す
る説明のほか、遺⾔信託等について理解を深めた。

＝経営者のための終活セミナー（R2.1.30）＝ ▲フリーアナウンサーの小久保晴代氏を招き、脳
トレの仕⽅や疲労回復法を学んだ。
＝経営者のための健康セミナー（R1.9.11）＝

◀⾼校時代から「会津のピカソ」と呼ばれる画家の⾼橋克
幸氏をインタビュー。会議所ニュース３⽉号で特集した。

＝会津出身活躍者をPR（R2.3.10）＝
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部会・委員会活動⑩
－会津ブランド推進委員会－

▲東京・日本橋「ブリッジにいがた」で会津の誇るさまざまな物産を
販売。全国新酒鑑評会⾦賞受賞の試飲や、こづゆの振る舞い
等を⾏い、多くの来場者で賑わった。

＝「会津物産フェア」開催（R1.7.12〜13）＝

▲鶴ヶ城体育館で会津ブランド認定商品を展示。会津
もめんを使った「くるみボタン製作体験コーナー」には絶え
ず⼈が押し寄せた。
＝「会津ブランドものづくりフェアinまちなか 会津食と技の
祭典2019」（R1.10.19~20）＝

▶東京・上野精養軒にて開催された会津会総会において、会津ブランド
認定商品をはじめ、会津地域の郷⼟料理等を販売。懐かしい故郷の味
を求める首都圏在住の会員らに⼤変好評を得た。

＝「会津ごっつお市」（R1.10.26）＝ 20



▲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。（R1.6.6）

▲商品陳列する中学⽣。職業体験を⾏う中学校
と受⼊事業所のマッチングを⾏い、138事業所
を紹介した。（R1.6.25-26、9.11-12）

▲⼯業部会で実施した「ものづくりミニ
フォーラム」での⼯場⾒学会。
高校⽣の地元定着促進を目的に初めて開催し、
対象である高校２年⽣・保護者に会津の企業
をPRした。（R1.12.23）

▲⼈⼿不⾜が深刻化する中、外国⼈雇⽤の⼿順や留意点等を
学ぶセミナーを開催。（R2.2.25）
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雇⽤対策事業
－新規高卒者や若者、外国⼈等の雇⽤促進ー

◆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。

◆会員ゴルフ大会 ◆共済ツアー

会員・共済還元事業
－会員・共済加⼊者のメリットー

▲96名が参加した会員ゴルフ⼤会。交流を図りながら
爽やかな汗を流した。（R1.9.28、会津磐梯CC）

▼ゆかりの地を巡る共済ツアー第２弾は京都・桑名へ。
30名が参加し、先⼈に思いを馳せた。（R1.9.6-8）
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▲会津若松市環境フェスタにおいてチャリ
ティーバザーを実施（R1.9.29）

⼥性会／⻘年部
－それぞれの特⻑を活かした各種事業を展開ー

⼥性会 ⻘年部

▲会津大学教授夫⼈の皆さまと「はやぶさ２」
について学んだ教養講座（R1.10.28）

▲駅タクシープールにて物販・体験を⾏った
「会津まるっと市場」（R1.7.27・8.24）

▲（左）19回を数えた起業家育成事業「ジュニ
ア・エコノミー・カレッジ」
▲（右）相馬・原町YEGへ台風19号の救援物資
（飲料⽔）を搬送（R1.10.16、18）
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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

商⼯団体・観光協会等38団体で組織し、
地域発展のため、各種要望活動を実施し
ています。（▼要望事項の決起集会）

地域レベルでヨーロッパとの文化交流に
貢献。
（▼EUがあなたの学校にやってくる）

地域の教育・文化及び学術研究の振興・
発展を目的に設⽴し、会津大⽣等を⽀援
しています。（▼学⽣との懇談会）

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

地域の道路網整備を推進しており、⻑年
の要望活動により実現した道路も多い。
（▼東北地整・道路部⻑による懇談会）

会津縦貫道を含む⽶沢〜小⼭間の建設促
進を目指し、要望活動を展開しています。
（▼⽶沢での移動幹事会）

商⼯観光、武道・スポーツ団体等で組織
し、複合施設としての武道館建設を要望
しています。（▼県当局への要望）

関係団体事業活動①
－それぞれの目的を持ち１１団体が活動ー
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会津若松地区警察官友の会 会津若松⾃衛隊協⼒会 磐越⻄線ＳＬ等運⾏・
活性化協議会

社会秩序の確⽴に貢献するため警察官の
活動を⽀援しています。
（▼術科大会の激励）

市⺠レベルでの⾃衛隊活動の理解を深め
ています。
（▼⾃衛隊施設⾒学会）

磐越⻄線沿線地域の活性化を図るため、
運⾏改善、利便性向上等を要望していま
す。（▼フォトコンテスト作品展示）

会津若松税務関係団体協議会 あいづ芸妓振興友の会 会員募集中
会員を募集しています。ご興味のある⽅
はご連絡ください。

（業務推進課 TEL27-1212）

税務署との連携により、正しい税制度の
周知等、⾃主申告納税を推進しています。
（▼理事会）

稽古⽀援や周知広報等を⾏い、芸妓文化
の振興と⽀援に努めています。
（▼総会にて⽀援⾦と帯を贈呈）

関係団体事業活動②
－それぞれの目的を持ち１１団体が活動ー

団体名 年会費

会津地区道路整備期成同盟会 １万円

会津若松⾃衛隊協⼒会 ２千円〜

あいづ芸妓振興友の会 ２千円〜

会津若松地区警察官友の会 １万円〜

会津ＥＵ協会 無料
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◆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
◆新型コロナウイルス感染症の影響に関する
緊急アンケート調査

◆簿記検定（受験者２８０名）

◆リテールマーケティング（販売士）検定（受験者５３名）

◆福祉住環境コーディネーター検定（受験者４２名）

◆日本漢字能⼒検定（受験者２６２名）

◆珠算能⼒検定、暗算能⼒検定（受験者１３７名）

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
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◆会津若松商⼯会議所ニュース（毎月発⾏）及び市⺠版（6・8月発⾏）◆ホームページ（リニューアル）
◆あいづうまいものガイドブック ◆高齢者運転免許証⾃主返納⽀援制度ガイドブック
◆⼯場⾒学ガイドブック（⼯業部会参照） ◆会津ゆかりの地カレンダー 27

広 報
－様々な媒体で事業や経営情報を発信ー

令和元年度も
商⼯会議所事業へのご⽀援・ご協⼒

ありがとうございました。

会津若松商⼯会議所
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