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基 本 方 針 
 

世界に類を見ない複合災害となりました東日本大震災及び東京電力福島第一原発事故の

発生から 7年。現在のいわき市は、復興需要がピークアウトするなか、復興・創生に向け、

まさに正念場を迎えています。 

これまで、いわき商工会議所は、会員企業の存続と発展を第一に考え、会員企業の現況

とニーズを把握するための「御用聞き」をベースとして、原発事故の早期収束に向けた政

府及び研究機関の誘致、前例に捉われない復興支援策の要望、各種補助金を活用した企業

復興支援、商工会議所ネットワークを活用した商談会や物産展の開催、経済波及効果の大

きい総合エネルギー産業都市構想の具現化、安心安全を裏付けるモニタリングプロジェク

トなどを全力で推進してきました。 

とくに、創立 50 周年という大きな節目の年を迎えた平成 29 年度においては、新たな手

法に挑戦した「記念式典」を皮切りに、「いわき市中小企業・小規模企業振興基金」の創設、

「いわき産業フェスタ」の開催、「若者チャレンジ応援助成事業」の実施、東北一夢・感動・

未来に溢れた都市を目指した「スポーツによる人・まちづくり推進協議会」の設立など、

さまざまな新規プロジェクトに取り組みました。こうしたプロジェクトが、今後、経営の

イノベーション、人財のイノベーション、地域のイノベーションにつながっていくものと

確信をしています。さらには、メイド inいわき復興大商談会、いわき企業活性化プロジェ

クト、いわきアカデミアなど、これまで重点的に取り組んできた事業も着実に進展し、一

定の成果が現れて来ている所です。 

さて、平成 30 年度も、イオンモールいわき小名浜のオープン、世界水族館会議や太平

洋・島サミットの開催、いわき市新病院の開院、新生 Jヴィレッジの再始動など、交流人

口の拡大、イメージアップ、地域経済の活性化につながるイベントやハード整備が予定さ

れています。こうした地域を巡る大きな変革に対応しながら、先に策定した「いわき商工

会議所地域振興ビジョン 2014」に基づき、引き続き、①学術研究機関が集積した知の拠点

都市、②廃炉・エネルギー等の新産業拠点都市、③暮らしやすい生活拠点都市の実現を目

指して参ります。 

そのための事業方針として、柔軟な発想のもとに、あらゆる局面においてイノベーショ

ン(変革・創造)を図りながら、①いわきプライドを持つ「強い企業の育成」、②地域と企

業を支える「強い人財の育成」、③真の豊かさを実感できる「強いまちの育成」を掲げ、

次のとおり具体的な事業に取り組みます。  
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重 点 事 業 
 

1.強い企業の育成 

中小・小規模企業が抱える経営課題が高度化するなか、国の経営発達支援計画の認定を

受けたメリットを最大限に生かしながら、伴走型による経営計画作成や販路開拓、金融あ

っせんや税務・労務、ICT活用による生産性向上、IOT普及に伴うビックデータの活用、事

業承継対策や新規創業準備などを支援することにより、「強い企業の育成」を推進します。 

また、いわきが誇る「ものづくり力」を生かしながら、風力発電関連産業の振興を図る

とともに、バッテリーの利活用拡大やバッテリー関連産業の集積促進に向けた取組みを推

進することにより、強い産業基盤の構築に努めます。 

さらには、クリーンで無尽蔵なエネルギー、再生エネルギーのキャリアとして「水素」

が注目されるなか、水素エネルギーを活用したスマートコミュニティの形成や産業振興策

について調査検討を進めます。 

 

 

(1)会員企業の成長支援 

創立 50 周年記念事業として創設した「いわき市中小企業・小規模企業振興基金」を始め、あらゆる支援

策を活用しつつ、個々の会員企業に寄り添った経営課題解決を積み重ね、成長を支援することにより、

強い企業の育成と集積を図ります。 

 

(2)中小企業の持続化に向けた事業承継支援 

国の事業承継ガイドラインに沿って昨年度実施した「事業承継診断シート」結果に基づき、その課題解

決のため、金融機関や専門機関と連携して設立した「いわき事業承継支援センター」の運営により、円滑

な事業承継を支援します。 

 

(3)人手不足問題解決に向けた調査検討 

生産年齢人口の減少を背景とする深刻な人手不足問題に対応するため、市内企業の実態や国の雇用

政策動向等を把握しながら、女性・高齢者・外国人の活用策、ICT技術の利活用策を調査検討します。 

 

(4)いわきバッテリーバレー構想の推進 

次世代産業を牽引するバッテリーをキーデバイスとした産業集積・企業誘致活動の推進、「いわきバッテ

リーバレーフェスタ 2018」等イベントを通じたバッテリーの普及拡大、人財育成等を図ることにより、企業

間取引の拡大、雇用創出、所得向上など、地域イノベーションを推進します。 

 

(5)水素社会実現のための調査検討 

次世代エネルギー社会構築のため、燃料電池バス（水素バス）導入、水素ステーション整備等クリーンエ

ネルギーが供給され、最先端の有効技術を駆使してエネルギーが活用されるよう調査検討を進めます。 
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2.強い人財の育成 

就職や進学のために新規高卒者の約 7 割が首都圏等へ転出している現況に鑑み、若者の

地元定着と人財還流を図ります。故郷を忘れることなく、いわきとつながり続ける人財の

育成に努めます。とくに、行政や教育界との連携のもと、子どもたちの故郷に対する誇り

や愛着心を醸成しながら、将来の夢を描くことができる人財、チャレンジ精神や自立心に

溢れる人財、社会で通用する人財を育成すべく、一貫したキャリアプログラムの構築を目

指して参ります。 

また、市内大学と連携した PBL(課題解決型学習)の実施、研究機関の知見を活用した高

度技術者の育成、福島イノベーション・コースト構想を担う人財の輩出、地域と企業の未

来を担う若手経済人の資質向上、さまざまなセミナーや研修会の開催を通じた企業人のス

キルアップなど、「強い人財の育成」を幅広く推進します。 

 

 

(1)アカデミアプロジェクトの推進 

市内小中高大学生の成長を後押しするため、教育界、行政、産業界等が連携した「いわきアカデミア推

進協議会」において、これまでパイロット的に取り組んできた各種プロジェクトの成果を検証しながら、プ

ロジェクトの絞り込みとさらなる事業の充実化を推進します。 

 

(2)次代を担う若手経済人の育成 

今後の地域・企業を牽引する若手経済人の政策形成能力養成に向けた「(仮称)いわき政策塾」を開催し

ます。また、青年部において、同業・異業種間の連携交流を図りながら、地域活性化の基盤となる企業

活動の活性化に資する「経営スキルアップ勉強会」を開催します。 

 

(3)企業を支えるスキルアップセミナーの開催 

各部会の主催により、業界特性に応じた廃炉、AI(人工知能)、物流効率化、地元木材活用、女性活躍、

雇用の多様化など、企業を支える人財の育成に向けた多様なスキルアップセミナーを開催します。 
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3.強いまちの育成 

伝統、文化、風土、郷土料理など多様性に富む地域資源の中から、誇れる素材を発掘し、

磨き上げ、ネットワーク化や効果的な情報発信を図ることにより、インバウンドを含めた

関心・交流人口の増加を推進します。 

また、スポーツ大会や合宿の誘致、健康講座やイベントの企画など、スポーツや健康を

切り口としたまちづくりを推進するとともに、商工会議所ネットワークを活用した連携事

業、商店街友好都市・港区との交流事業、定住促進に向けた活動に取り組みます。 

さらには、安心安全体制の構築に向けた意見活動、勿来バイパス南伸や小名浜道路など

交通インフラの整備促進、次期いわき市総合計画策定を見据えた暮らしやすいまちづくり

の調査検討、民間活力を活用した中心市街地活性化事業を推進することにより、中長期的

な視点から「強いまちの育成」を目指します。 

 

 

(1)暮らしやすいコンパクト＆ネットワークのまちづくりの推進 

市の次期総合計画や立地適正化計画の策定を見据え、暮らしやすいまちづくりに向け、国の新たな政

策や各地区が取り組むまちづくりの動向を踏まえながら、広域多核都市いわきにふさわしいコンパクト&

ネットワークのまちづくりについて調査検討、意見提案します。 

 

(2)いわき市中心市街地活性化基本計画（平地区）の推進 

磐城平城本丸跡地の利活用、いわき駅前並木通り地区再開発事業など、まちなか居住推進、商工業者

の新規出店促進、歴史・文化資源を活かした賑わいの創出など、市・たいらまちづくり株式会社と連携を

図りながら中心市街地活性化プロジェクトを推進します。 

 

(3)スポーツをエンジンとした人・まちづくりの推進 

いわきスポーツクラブと連携した「スポーツによる人・まちづくり推進協議会」において、スポーツを地域の

新たなエンジンとして活用しながら、都市ブランドの構築やスポーツツーリズムの振興、企業人の健康増

進や子どもたちの体力向上などを推進します。 
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部  会 
 

■商業部会 
まちを支える個店の経営力強化とリノベーション事業の促進を図ります。 

事業方針 

「イオンモールいわき小名浜」の開業による商業環境の変化に対応すべく、各

地区商業者と連携しながら近隣型商店街・施設のあり方の検討、個店の経営力向

上を図ります。また、まちづくり会社による公民連携、若者によるリノベーションな

ど、商業活性化に結びつく、各地区のまちづくり活動を推進します。 

事業内容 

◆「(仮称)イオンモール小名浜」の開業に伴う各個店経営力強化 

◆公民連携及びリノベーション事業による地域まちづくりの推進 

◇人手不足解消策に関する調査研究 

◇小規模事業者持続化補助金等を活用した事業計画策定の支援 

◇会員交流促進事業 

 

■工業部会 
いわきの基幹産業 ものづくり企業の活性化と人財育成を図ります。 

事業方針 

 福島県浜通り地域のイノベーションコースト構想や福島新エネ社会構想に基づ

く、水素エネルギー関連産業、ロボット・廃炉等の研究型産業、風力発電など再生

可能エネルギー産業集積を推進し、新産業ビジネス創出や地域ものづくり人財の

育成、ものづくり企業の情報発信の強化を図ります。 

事業内容 

◇地域内ものづくり企業のＰＲと受発注拡大支援 

◇地域内企業の海外販路開拓支援 

◇ものづくり人財の育成・確保 

◆再生可能エネルギー関連産業(阿武隈地域風力発電、福島県沖洋上風力 

発電、水素製造等)集積に向けた調査研究 

◇水産加工業を中心としたいわき「食」のブランドづくりに向けた調査研究 

◇新たな産業(水素、廃炉、蓄電池産業等)創出の調査研究 

◇部会交流促進事業 

 

■建設業部会 
新たな産業振興との連携による建設業界の活性化を図ります。 

事業方針 

 イノベーションコースト構想、福島新エネ社会構想など新たな産業振興に対する

建設業界の関わりを調査すると共に、技術者・技能者・労働者不足、労務費・建設

資材等の設計価格と実勢価格の乖離など業界の課題解決に向けて、ICT 技術・

設備など最先端技術の導入を含めた対応策を調査検討します。 

事業内容 

◆復興特需終焉後の地元建設業者への工事発注に向けた国・県の産業振興策の

調査検討 

◇中央省庁担当官、国土交通省東北地方整備局磐城国道事務所・小名浜港湾

事務所、福島県いわき建設事務所・小名浜港湾建設事務所、いわき市等との

懇談会の開催 

◇地元選出国会議員、福島県議会議員、いわき市議会議員との 

懇談会の開催 

◇部会交流促進事業 
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■観光・飲食業部会 
スポーツをエンジンとした観光再生を目指します。 

事業方針 

 観光交流人口の回復、いわきの関心人口拡大を目指し、広域都市いわきの多

様な地域資源を繋いだ各種ツアーの実施と市内周遊観光促進を図ります。また、

スポーツコミッションと連携したスポーツ大会・合宿誘致の促進、インバウンド観光

や地域性を活かした各種ツーリズムの可能性を調査研究します。 

事業内容 

◇観光交流・関心人口の拡大に向けたツアーの企画と実施 

・「大人のいわき発見ゼミ」の実施 

・商工会議所「HOPEツアー」の実施 

・港区等と連携した体験交流ツアーの実施 

◆スポーツ(大会・合宿誘致)による観光再生の推進 

◇スポーツツーリズムの調査研究 

◇DMO と連携したインバウンド観光の推進 

◇全国商工会議所観光振興大会 2018in会津若松との連携協力 

◇部会員交流促進事業 

 

■生活サービス業部会 
人財定着、女性活躍による企業の活性化を推進します。 

事業方針 

 生活サービス業(冠婚葬祭、理美容、医療福祉、対個人サービス等)が抱える経

営課題である、「生産性の向上」、「人財の確保と定着」に対応するため、職業生

活のスキルアップ、ビジネス教養、雇用労働政策、社会トレンド等をテーマに、専

門家等を招いた各種セミナーを開催します。 

事業内容 

◆人財定着セミナーの開催 

◇女性かがやき塾の開催 

◇経営活性化セミナーの開催 

◇部会員交流促進事業 

 

■運輸業部会 
物流効率化による業界課題の解決を図ります。 

事業方針 

 運輸業界の動向に関する調査研究を進めると共に、業界抱える人財不足、長時

間労働の問題、取引環境の問題などの課題解決に向けた各種セミナーや先進事

例地視察会を開催します。また、国・県・市の関連政策や運輸業界が関わる産業

分野の動向を捉えるため、行政や関係機関との懇談を開催します。 

事業内容 

◆物流効率化に関するセミナーの開催 

◇運輸業界活性化に関する先進地視察会の実施 

◇物流動向等に関する先進事例の調査研究 

◇運輸業界の課題解決に向けた行政との懇談会の開催 

◇部会員交流促進事業 
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■情報通信業部会 
中小企業の情報リテラシーと地域課題解決に向けた ICT利活用を促進します。 

事業方針 

 ICT(情報通信技術)の著しい進歩により、ICT 活用が企業活動の必須アイテムと

なるなか、中小企業の情報リテラシー向上を図ると共に、地域の課題解決に向け

た ICT 利活用の調査研究することで、「強い企業」「強い人財」「強いまち」の育成

を推進します。 

事業内容 

◆ICT活用セミナー[AI(人工知能)セミナー]の開催 

◇ICT支援施策(専門家派遣、ICT展示会、助成金等)の活用推進 

◇「Yahoo！JAPANおもてなしギフトショップ」事業の促進 

◇ICT活用先進事例の調査研究 

◇ICT教育の推進(いわきアカデミアへの参加呼び掛け) 

◇交通情報共有システムに関する調査研究 

◇部会員交流促進事業 

 

■理財・都市開発部会 
地元産木材の利活用促進、地域経済の動向を捉えた企業活性化を図ります。 

事業方針 

 都市開発や不動産、金融など、各業界の現状や課題、社会動向を調査研究す

ると共に、企業経営安定のための各種経済・景況に関する情報発信を強化しま

す。また、地域の課題である空き家対策や地元産木材の利活用をテーマとしたセ

ミナーや視察会などを開催します。 

事業内容 

◇経済並びに経営全般に関するセミナーの開催 

◆地元産木材の利活用に関するセミナー・先進地視察会の開催 

◇いわき市空き家対策、木材振興に関する行政との懇談会の開催 

◇地元産木材の利活用に関する関係機関との懇談会の開催 

◇金融機関との懇談会の開催 

◇景気・経済動向に関する調査研究と情報発信 

◇部会員交流促進に関する事業 
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常置委員会 / 特別委員会 
 

■地域振興委員会 
暮らしやすい生活拠点都市づくり、次代を担う人財育成を推進します。 

事業方針 

 真の豊かさを実感できる暮らしやすい生活拠点都市に向け、将来の地域、企

業、商工会議所を担っていく人財の育成を図りながら、いわきの目指すべき姿に

ついて調査検討します。また、スポーツを軸としたまちづくり、次代の地域を担う人

財育成を推進します。 

事業内容 

◆暮らしやすい生活拠点都市づくりの推進 

・コンパクト＆ネットワークのまちづくりの推進 

・「(仮称)いわき政策塾」の開催 

・新しい公共やクールジャパン等に関する調査研究 

◇商業まちづくりネットワーク懇談会の開催 

◇スポーツを軸とした人・まちづくりの推進 

◆いわきアカデミアプロジェクトの推進 

 

■産業振興委員会 
いわきバッテリーバレー構想・水素社会モデル都市を推進します。 

事業方針 
 福島イノベーションコースト構想や福島新エネ社会構想の推進状況、いわき産

業フェスタの成果を踏まえながら、バッテリー、水素エネルギー、風力関連産業の

振興を図ることにより、市内産業基盤の強化を推進します。 

事業内容 

◆「いわきバッテリーバレー構想」実現に向けた企業誘致推進 

及び蓄電池関連産業集積に向けた調査研究 

◆水素社会実現に向けた燃料電池バス導入・先進事例の調査研究 

◇風力を中心とする再生可能エネルギー分野への地元企業参画の調査研究 

◇いわき市内大手企業復旧・復興懇談会(14社会)の開催 

◇地域産業を支える人財育成・確保 

 

■経営力強化委員会 
中小・小規模企業の経営イノベーションを推進します。 

事業方針 

 中小・小規模企業が大規模資本の進出、人手不足、事業承継問題への対応と

経営の高度化を迫られるなか、国の経営発達支援計画の認定メリットを活かし、会

員事業所の経営基盤強化、伴走型支援による新たな販路開拓、金融斡旋、税務

支援など、中小・小規模企業の経営イノベーションを推進します。 

事業内容 

◆事業承継診断結果に基づく「いわき事業承継センター」の運営 

◆「いわき市中小企業・小規模企業経営発達補助事業」の推進 

◆企業の人手不足解消策に関する調査研究 

◇「いわき企業活性化プロジェクト」の実施 

◇マルケイ融資制度の推進 

◇商工会議所インターンシップ事業の実施 
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■いわきブランド推進委員会 
風評に負けないブランド力の向上を推進します。 

事業方針 

 これまで進めてきた地域資源を活用した商品開発の実績をもとに、試験販売で

の評価を検証しながら、開発商品のブラッシュアップ、新規開発などを支援しま

す。また、全国のバイヤーを招いた商談会や首都圏等での展示会を通じて、いわ

きブランドの発信、風評被害の払拭を推進します。 

事業内容 

◇地域資源を活用した商品開発に関する支援事業 

◇地域資源を活用した試作品開発に関する事業 

◇ブランドマークデザイン作成・地域産品販路開拓事業の実施 

◆風評被害払拭に向けた「食」の商談会の開催 

 

■総務運営委員会 
組織財政基盤の維持・向上に向けた検討をします。 

事業方針 
 商工会議所活動の基盤となる組織・財政の強化、運営の適正化に向けた調査

検討、会員と商工会議所のつながりを深める各種サービス事業を実施します。 

事業内容 

◇会員サービス・会員交流事業の充実化に向けた検討 

◇財政状況の点検及び改善策の検討 

◆新規会員・共済加入者募集の推進 

◇勿来支所老朽化に伴う検討 

◇各種規程等の改正に関する検討 

 

■小名浜港物流高度化特別委員会 
港湾の整備促進と利用促進を推進します。 

事業方針 
 国、県、市と連携を図りながら、国際バルク戦略港湾並びに特定貨物輸入拠点

港湾に指定されている、重要港湾小名浜港の整備促進と利用促進に向けて取り

組みます。 

事業内容 
◆小名浜港整備・利活用促進に関する要望活動 

◇「小名浜港ポートセールス」事業の推進 

◇国道交通省、福島県、いわき市との懇談会の開催 
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地 区 委 員 会 
 

■平地区委員会 
歴史や伝統を生かし、いわき駅周辺地区の賑わい創造を推進します。 

事業方針 

 「いわき市平中心市街地活性化基本計画(平地区)」に基づき、人・暮らし・文化

がつながるまちを目指して、市民と情報共有を図りながら、民間主導プロジェクトを

推進します。また、いわき市平商店会連合等の地域団体と連携しながら、次年度

に開催 100周年を迎える「平七夕まつり」の企画内容の充実を検討します。 

事業内容 

◆「いわき市中心市街地活性化基本計画(平地区)」の推進 

◇いわきの伝統行事「平七夕まつり」の支援協力 

◇会員親善ゴルフコンペの開催(幹事) 

◇平地区議員の情報交換と交流促進 

◇新規会員・共済制度加入募集キャンペーンの推進 

 

■小名浜地区委員会 
まちづくりの大きな動きを生かし、小名浜地区の復興創生を推進します。 

事業方針 

 いわき市復興のシンボルである小名浜地区の復興・整備を推進します。「(仮称)

イオンモールいわき小名浜」の開店、旧タウンモールリスポ周辺地域の再開発、世

界水族館会議の開催、汐風竹町通りエリアの活性化など、当地区の動向を捉えな

がら、地域団体等と連携した地域活性化を図ります。 

事業内容 

◆小名浜港周辺地域(既成市街地、都市センターゾーン、アクアマリンパーク等) 

の復興・整備推進 

◇小名浜港の復興事業への支援 

◇小名浜地区議員の情報交換と交流促進 

◇新規会員・共済制度加入募集キャンペーンの推進 

 

■常磐地区委員会 
湯本温泉郷の観光再生とまちなかリノベーションを推進します。 

事業方針 

 いわき湯本温泉郷を中心とする観光関連産業が地域経済を牽引する常磐地区

において、まちづくりや観光等の各地域団体と連携しながら、地区再生のキーとな

る観光産業の再生、「常磐湯本地区まちづくり計画」の具現化に向けた取り組みを

進めていきます。 

事業内容 

◆湯本町再生を目指すまちづくり会社の設立に向けた調査研究 

◇いわき湯本温泉郷を中心とする観光産業再生の推進 

◇ドイツ・バーデンヴァイラー市との国際友好交流事業の推進 

◇常磐地区議員の情報交換と交流促進 

◇新規会員・共済制度加入募集キャンペーンの推進 
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■勿来地区委員会 
北茨城圏と連携した地域経済活性化を推進します。 

事業方針 

 勿来地区を取り巻く地域・経済環境が大きく変化するなか、地区を支える会員事

業所の経営基盤の強化を図ると共に、勿来地区の現状と課題を共有しながら、グ

ランドデザイン策定に向けた調査検討取り組みます。また、北茨城圏と連携した交

通インフラの整備、経済交流を推進します。 

事業内容 

◇勿来地区会員研修会・交流会の開催 

◇勿来地区グランドデザインに向けた調査検討 

◆国道 6号勿来バイパスの早期開通に向けた活動の推進 

◇北茨城・相双地区行政・商工会との情報交換 

◇IGCC整備・なこそ夏まつり・勿来八景事業等への支援 

◇勿来商工会館の老朽化対策(方向性)の検討 

◇勿来地区議員の情報交換と交流促進 

◇新規会員・共済制度加入募集キャンペーンの推進 

 

青 年 部 / 女 性 会 
 

■青年部 
若手経済人の集団として経営のスキルアップを推進します。 

事業方針 

 次代を担う若手経済人として、商工会議所(親会)や青年部会員間の連携を強固

にしながら、商工会議所ビジョンの具現化に寄与する事業の実施、経営者の資質

向上を図りながら、地域経済の一翼として各々企業活動やビジネスを活性化させ

る共に、地域経済振興やまちづくり活動に率先して取り組んでいきます。 

事業内容 

◇商工会議所(親会)との連携強化 

◆経営スキルアップ勉強会の開催 

◆ジュニア・エコノミーカレッジの開催 

◇まちの賑わい創出・中心市街地活性化の推進 

◇青年部会員の拡大と組織基盤の強化 

 

■女性会 
親睦と連携を図りながら、女性が活躍する地域社会を推進します。 

事業方針 

 企業や地域を支える女性経営者並びにそれを支える女性の立場から、持続可

能な企業経営を目標に各種研修会や視察会を開催し、企業活性化や人財の資

質向上に取り組みます。また、県内外の女性会との連携を図りながら、女性の視点

を取り入れた地域経済及び地域振興を推進します。 

事業内容 

◇女性経営者の資質向上と経営力強化に関する事業 

◆会員相互の親睦と各地女性会との交流に関する事業 

◇会員増強による組織の強化と魅力づくりの推進 

◇女性活躍、男女共同参画等、地域振興に関する事業の推進 
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商工会議所運営に関する事項 
 
正副会頭指揮のもと、政策提言活動の強化、経営改善普及事業の推進、会員サービス事業の推進、国

際及び都市交流事業の推進に取り組んでいく。 

 

(1)政策提言活動の強化 

① 部会活動を通じた業界課題の集約、政策とりまとめ、提言活動の実施 

② 日本商工会議所、福島県商工会議所連合会等と連携した意見活動の実施 

③ 政策課題をテーマとした議員懇談会、議員研修会の開催 

④ 地元選出国会議員、国、県、市との懇談会の開催 

⑤ マスコミとの懇談会の開催 

⑥ 市内経済団体との連携強化 

⑦ 次期議員改選に向けた議員・役員選任方法及び関連規程の見直し 

⑧ 創立 50周年を契機とした次代の商工会議所を支える事務局体制の強化 

 

(2)経営改善普及事業の推進 

① 経営、経営革新、情報化、金融、税務、労働、取引等に関する経営相談の実施 

② 経営指導員による計画的な巡回訪問の実施 

③ 経営課題に対応した講習会及び相談会の開催 

④ 弁護士、中小企業診断士、税理士を配置した経営安定特別相談室の運営 

 

(3)会員サービス事業の推進 

① 会員事業所の福利厚生充実に向けた「かもめ共済」・「特定退職金制度」・「個人保険」の 

普及推進 

② リスク対応保険(ビジネス総合保険、PL保険、情報漏えい賠償保険、休業補償保険、 

業務災害補償保険、中小企業倒産防止共済等)の普及推進 

③ 会員及び共済加入者に向けたプレミアムバスツアー、公演会等の実施 

④ 会員割引 PET診断、がん予防検診の実施 

⑤ 会員事業所に向けた「健康経営」の普及推進 

⑥ 優良会員事業所、永年勤続・優良従業員表彰の実施 

⑦ 簿記、リテールマーケティング、福祉住環境、エコ検定、もしもし検定の実施 

⑧ 販売士資格更新講習会、日商簿記検定 3級講座の開催 

⑨ 貿易関係証明書の発行 

⑩ 容器包装リサイクル委託登録申込み受付 

⑪ JAN コード申請・更新申込み受付 

⑫ 汚染負荷量賦課金申告説明会の開催及び申告受付 

⑬ 会報「ふろんてぃあ」の発行 

⑭ いわき FM会員インフォメーションの実施 

 

(4)国際及び都市交流事業の推進 

① 国際友好都市(ハワイ、タウンズビル、撫順、バーデンヴァイラー)との交流事業の推進 

② 国内親子・兄弟都市(由利本荘市、延岡市)との交流事業の推進 

③ 延岡商工会議所、横浜商工会議所、藤沢商工会議所、飯能商工会議所との連携交流促進 

④ 商店街友好都市（東京都港区）との連携交流促進 
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主 要 関 係 団 体 
 

［事務受託団体］ 

（１） いわき経営者協会 

（２） いわき青色申告会本会・平・小名浜・常磐・勿来支部 

（３） 福島工業高等専門学校協力会 

（４） いわき中央・東・南地区警察官友の会 

（５） いわき市平商店会連合会 

（６） 小名浜地区商店連合会 

（７） いわき湯本温泉商店会連合会 

（８） 福島県エネルギー懇談会いわき支部 

（９） いわき都市圏道路整備促進期成同盟会 

（10） いわき・ベトナム交流協会 

(11) IWAKIふるさと誘致センター 

(12) いわきアカデミア推進協議会 

(13) スポーツによる人・まちづくり推進協議会 

 

［出資団体］ 

（１） 株式会社いわき市観光物産センター 

（２） 株式会社いわき市民コミュニティ放送 

（３） アクサジャパンホールディング株式会社 

（４） いわき信用組合 

（５） 職業訓練法人いわき情報処理開発財団（いわきコンピュータ・カレッジ） 

（６） 株式会社いわき小名浜コンテナサービス 

（７） 株式会社いわきティーワンビル 

（８） 株式会社ラトブコーポレーション 

 

［関係を緊密にする団体及び機関］ 

（１） 日本商工会議所並びに各地商工会議所及び連合会 

（２） いわき地区商工会連絡協議会並びに市内各地区商工会 

（３） 福島県浜通り三商工会議所連絡協議会 

（4） いわき経済同友会 

（5） 福島県中小企業家同友会いわき地区 

（6） 一般社団法人いわき観光まちづくりビューロー 

（７） 公益社団法人いわき産学官ネットワーク協会 

（8） NPO法人いわき環境システム 

（9） 公益社団法人いわき青年会議所 

（10） 公益社団法人いわき法人会 

（11） 一般社団法人東北経済連合会 

(12) 公益財団法人ふくしま海洋科学館 

（13） 東北ニュービジネス協議会 

（14） 東北情報通信懇談会 

（15） 福島県高度情報化推進協議会 

（16） いわき市地域情報化研究会 

（17） ジェトロ福島貿易センター 

（18） 福島県東北横断/常磐自動車道建設促進期成同盟会 

（19） 高規格道路整備促進期成同盟会 
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（20） 一般国道 6号常磐・久之浜バイパス/一般国道 49号平バイパス改築工事促進期成同盟会 

(21) いわき市鉄道を応援する会 

（22） 福島県小名浜港利用促進協議会 

（23） 小名浜港整備促進期成同盟会 

（24） 磐越自動車道沿線都市交流会議 

（２5） 一般社団法人いわきバッテリーバレー推進機構 

（26） 株式会社日本政策金融公庫 

（27） 福島県信用保証協会 

（28） 平金融団 

（29） 福島県中小企業団体中央会 

（30） 福島県中小企業振興公社 

（31） 福島県環境保全公社 

（32） 福島県産業教育振興会 

(33) いわき明星大学地域連携協議会 

(34) いわき地区税務団体連絡協議会 

(35) 東北税理士会いわき支部 

（36） いわき珠算連盟 

（37） いわき地区電信電話ユーザー協会 

（38） 公益社団法人福島県宅地建物取引業協会いわき支部 

（39） 公益社団法人全日本不動産協会いわき地区 

（40） NPO法人いわき住まい情報センター 

（41） 公益財団法人いわき市国際交流協会 

 

［地域振興・業界団体］ 

（１） いわきフィルム・コミッション協議会 

（２） いわきヘリテージ・ツーリズム協議会 

（3） いわき市旅館・ホテル業連絡協議会 

（4） いわき市中心市街地活性化協議会（平地区） 

（5） 小名浜まちづくり市民会議 

（6） 小名浜スタンプクラブ 

（7） じょうばん街工房 21 

（8） いわき湯本温泉旅館協同組合 

（9） 勿来ひと・まち未来会議 

（10） いわき南部振興拠点推進協議会 

（11） 平東部地区商業振興会 

（12） 勿来地区商店連合会 

（13） ネーブルシティかしま 

 

［実行委員会等］ 

（１） いわき観光共同キャンペーン実行委員会 

（2） うつくしま浜街道観光推進会議 

（3） いわき市スポーツコミッション連絡会議 

（3） いわき湯本温泉郷・21世紀への新たな構想推進会議 

（4） 平七夕まつり実行委員会 

（5） いわき花火大会実行委員会 

（6） いわき湯本温泉夏まつり実行委員会 

（7） なこそ夏まつり実行委員会 

（8） いわきサンシャインマラソン実行委員会 

（9） 第 10回世界水族館会議実行委員会 

 


