Ⅰ 平成３０年度事業総括
東日本大震災からの「復興・創生期間」も残り約 2 年となるなか、いわき地域経済は、深刻化す
る人手不足や後継者難、働き方改革の推進、AI や IOT といった先端技術の活用、経済波及効果
の大きい新たな産業の誘致と創出、関心人口および定住人口の増加、外国人材受入やキャッシ
ュレス社会の進展など、新たな課題への対応を迫られております。
こうしたなか、平成 30 年度は、「地域振興ビジョン 2014」を踏まえながら、次の 3 項目を目指す
べきいわきの姿と捉え、正副会頭のリーダーシップのもと 120 名の議員が一体となり、その実現に
向けて次のとおり事業活動に取り組み、着実に成果を上げることができました。

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

(1)強い企業の育成
① 会員企業の成長支援
〇「いわき市中小企業・小規模企業経営発達補助金」による企業イノベーションの推進
本補助金は、当所創立 50 周年記念式典において、当所、市、市内大手企業、金融機関等が
拠出し創生した「いわき市中小企業・小規模企業振興基金」を原資に制度設計されました。市内
企業の「経営の高度化」、「販路拡大」、「事業承継」、「人手不足解消」など早期の事業化を支援
するため、機械装置費や広報費、開発費など幅広い用途に対して 50 万円を上限に 3 分の 2 の
補助が得られるスキームとなっています。
初回公募には、35 事業所の応募があり、16 事業所が採択され、企業、商工団体、金融機関、
専門家が、現状認識、課題解決そして事業化まで 1 年間伴走型支援を行って来ました。12 月に
は、採択企業による成果報告会があり、各経営者からは各支援機関の協力を得ながら１年間取り
組んで来た成果がプレゼンテーションされ、各社とも認知度向上や固定客の増加に繋がったこと、
さらには商品の磨き上げやサービス向上により、売上増加が出始めているなどの発表がありました。
当所としては、本事業の成果を今後広く周知することにより、市内企業に「類似する業種・業態
の事業者の方へ取組みを波及」させること、「各支援機関においても支援モデルを共有」すること
により、強い企業の創出を目指して参ります。
【実績】第 1 回いわき市中小企業・小規模企業 経営発達補助金 採択事業所 16 事業所

主催者代表挨拶(小野会頭)

成果報告会でプレゼンする経営者
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成果報告会(聴講者)

〇「メイド in いわき食の商談会」の開催
東日本大震災で販路を絶たれた食品加工業者の販路回復、販路開拓を図ることを目的として
開催している「メイド in いわき食の商談会」が 4 回目を迎えました。
これまでは、東北六県商工会議所連合会の協力により、東京や仙台からバイヤーを招聘して、
事前申込型の展示商談会と個別商談会を開催していましたが、これまでの販路開拓支援の取組
の中で、地域内取引拡大の可能性やメリットを感じたことから、今回初めて、市内の飲食店や宿泊
施設、スーパーや土産物店にも参加を呼びかけ、オープン形式の商談会として開催しました。
商談会には、当所主催セミナーや、復興庁や日本商工会議所の販路開拓支援事業を通じて、
商品改良や新商品開発、営業スキルの向上等に取組んでいる市内の食品加工業者等 21 社が出
展し、９月 20 日、21 日の二日間にわたり、展示商談会及び個別商談会に臨みました。
初日の展示商談会には、東京等から招聘したバイヤーの他、市内事業者や関係団体等約 100
名のご来場をいただき、出展事業者の商品や加工技術を広くＰＲしました。
二日目の個別商談会では、事前に出展事業者と招聘したバイヤー20 名の商談希望を調整し
た上で個別商談を行い、全 72 商談中、当日成立 13 件（18.1％）、商談継続 48 件（66.7％）と、前
年度を大きく上回る成果があげられました。
商談会終了後は、引き続き復興庁や日本商工会議所の販路開拓支援事業、必要に応じて専
門家派遣制度を活用しながら、バイヤーからのオーダーに対応するべく商品改良を行い、２月４
日にはこだわりや特徴のある食品を探し求め販売しているスーパーバイヤー７名を招いて個別商
談会を開催する等、継続商談成立に向けた個社支援を実施しています。
【実績】商談数 72 商談、当日成立 13 件（18.1%）、継続商談 48 件（66.7%）

展示商談会

個別商談会

〇第２回いわき地域産業イノベーション展・ビジネスマッチング EXPO の開催
創立 50 周年記念事業として開催した「第 1 回いわき地域産業イノベーション展・ビジネスマッ
チング EXPO2017」の実績や知見を活かし、市内ものづくり企業の更なる支援を行うべく（公社）い
わき産学官ネットワーク協会やいわき市と連携して第 2 回目の展示商談会を開催しました。今回
の展示商談会では、展示出展、ビジネスマッチングのほか、オープンイノベーションによる企業や
団体（福島イノベーション・コースト構想推進機構、共栄㈱、東京大学先端科学技術研究センタ
ー）によるプレゼンテーションの開催や定置式水素ステーションの運用開始を念頭に、元トヨタ自
動車の FC 開発部部長（FC-Cubic 専務理事）の大仲英巳氏をお招きして燃料電池車の開発動
向に関する講演会を開催しました。
特に商談に関しては、今後の取引に繋がる実績を創出することができました。
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【実績】
〇出展企業数及び商談実績
①出展企業
２９社 （うち特別出展６団体）
②招致企業数
１３社・団体
③商談件数
１６回
〇商談企業に関するアンケート結果
A 次の商談に繋がる６２％ 、B 今後検討１９％、C 今後対応なし１９％
A＋B で８１％の取引可能性又は次の商談に繋がる対応を検討するとの結果を得ることができた。

企業展示ブース

大仲氏による燃料電池講演会

展示会場全体風景

〇いわきの復興の牽引役となる中核企業の育成: 「企業活性化プロジェクト」の開催
会員事業所の次世代経営者、経営を担う人材がマネジメント力を身に付けることにより、強い組
織力を持った企業を育てることを目的として「企業活性化プロジェクト 2018」を実施しました。30 年
度で 3 年目の事業であり、これまで 16 社が参加しております。講師に元富士フイルムＨＤのＣＦＯ
髙橋俊雄氏と元日本能率協会ＭＯＲ本部長の佐藤滋氏を招き、全６回の研修会及び３回の企業
訪問指導を実施しました。
(株)いわきチョコレート、木村ミルクプラント(株)、(株)システムフォワード、トラスト企画(株)、(株)矢
吹量一酒店の 5 社が参加。5 社とも幅広い良質な商品を取り扱っている一方で、戦略構築に課題
を抱えており、限られた経営資源をいかに効率的に生かしていくかを課題とし「経営の選択と集中」
を中心テーマに研修会を進めました。研修会ではフラットな議論により経営戦略を練り上げる「場
のマネジメント」を使用。自社分析、競合分析、目標の設定、そのための課題解決、課題解決・目
標に向けた事業計画を策定するまでを行い、参加事業所関係者らが課題を明確化しやるべきこと
を計画化することで、研修修了後から目標へ向けた取り組みを実施しております。
「企業活性化プロジェクト」も３年目を終え、事業所のなかには佐藤氏を独自にコンサルタントに
迎え、「場のマネジメント」を社内に浸透させ、生産性向上を図り利益率を高めた企業や、策定し
た計画を着実に実施し、計画したイベントで集客力を高めた企業なども出てきております。

佐藤氏の助言を受け戦略を学ぶ参加者

企業訪問し課題解決を図る訪問会
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研修成果を発表する参加者

〇「イオンモールいわき小名浜」開店に伴う影響及び今後の経営方針に関する実態調査の実施
平成 30 年 6 月 15 日、いわき地域の復興の牽引役として期待が高まる中、いわき市の小名浜
港背後地震災復興土地区画整理事業の一環としてイオンモールいわき小名浜がグランドオープ
ンを迎えました。オープン後 1 ヶ月間の来場者数は 75 万人にも昇り、年間 700 万人の集客が見
込まれていることから、小名浜地区ひいてはいわき市全体の賑わいの拠点としての期待が高まる
一方、周辺事業者や市内の商店街、競合店等への悪影響も心配されていました。
そのような中、「イオンモールいわき小名浜」の開店が、周辺地域の伴う市内事業所にどのよう
な影響を及ぼしているのか、その実態を的確に把握し課題を抽出することで、今後の各事業所の
経営や地域経済の活性化に反映することを目的として、実態調査を実施しました。
今回対象としたのは、いわき市内の小売業、飲食業、卸売業等 2,638 業者。事業所概要、イオ
ンモール開店に伴う影響と今後の見通し、経営課題と今後の取組等についてのアンケート用紙を
郵送したところ、1,127 社から回答をいただきました。（回答率 42.7％）
調査結果から、全市的には大きな影響を受けていない一方、一部の業種、特に直接競合する
小売業や飲食業では、来店客数や売上の減少といった影響が出ていました。特に平地区や鹿島
地区の飲食業では影響が大きいことが特徴的でしたが、その要因として復興需要の終焉を上げる
回答も少なくなく、単純にイオンモールだけの悪影響と判断するのは難しい状況でした。
また、間接的な影響として、全国的にも深刻化している労働力不足や従業員の賃金上昇、渋滞
など交通事情の悪化やアクアマリンパークの駐車場不足等についての回答が見られる一方、イオ
ンモールとの新規取引や来店客増加などの効果も若干見られました。
なお、これら市内の経済状況の変化に対応するため、さらには自社の経営課題を解決するため、
商品やサービスの見直しや差別化、従業員の待遇改善、SNS 活用による情報発信や広告宣伝の
強化、新規事業進出等に意欲的な回答が見られており、今後当所としては、それらの取組の具現
化に向けた個別の支援を行って参ります。
【実績】 ■対象者数

2,638 社

■回収数

1,127 社（回収率 42.7％）

「イオンモールいわき小名浜」
影響調査報告（概要版）

〇いわき地域事業承継支援センターの運営
平成 28 年度、金融機関や専門家等との連携のもとに「いわき地域事業承継支援センター」を創
設し、後継者難を訴える事業所を中心に、中小企業庁ガイドラインに基づく「事業承継診断シート」
を活用した実態調査を実施しました。平成 30 年度は、さらに「事業承継対策の重要性と早期着手」
を理解してもらうため啓蒙活動を進めるとともに、実態を把握した各事業所については、新たな事
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業承継税制内容、事業承継補助金の利用についても、次のステップとして活用を促しました。
また、『日本政策金融公庫いわき支店 事業承継セミナー(9 月)』において、センターの体制、
取り組み内容などを紹介するとともに、「いわき地域中小企業支援ネットワークセンター連絡会議
(10 月)」において、専門家、金融機関の代表などと改めて事業承継の現状などについて意見交換
しました。会員事業所経営者の高齢化が進むなか、事業承継は喫緊の課題であり、引き続き、円
滑な事業承継に向けて個別支援を強化して参ります。
② 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て 参りま
した。
このうち４年目を迎えた「バッテリーバレーフェスタ 2018」は、いわき地域における次世代産業の
育成と振興を主眼とし、小名浜アクアマリンパークを会場に 11 月 24、25 の両日に開催しました。
市内外から約 10,000 名が来場しました。トヨタ自動車の協力による小学生を対象にした「燃料電
池教室」や「移動式水素ステーション（協力：福島ハイドロサプライ）」の展示、ロボットクリエーター
髙橋智隆氏による「ロボット産業や福島イノベーションコースト構想に関する講演会（協力：福島イ
ノベーションコースト構想・ポレポレシネマズ）」、水素フォークリフト展示（協力：福島トヨタ自動車・
トヨタＬ＆Ｆ福島）等、次世代産業の振興と未来を担う子どもたちに向けて多彩なイベントを実施し
ました。今後も、引き続きバッテリーを中核とした次世代エネルギー産業や新産業の創出に向けて
事業を推進していきます。

燃料電池教室

移動式水素ステーション

パネルディスカッション

③ 次世代エネルギー社会の構築（水素利活用社会実現）への取組み
次世代エネルギー社会構築のため、水素ステーション整備、燃料電池バス（水素バス）導入等、
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民間
事業者と連携し、様々な事業に取り組んで参りました。
特に、根本通商（根本克頼代表取締役、当所副会頭）が本年 3 月県内初となる「商用定置式水
素ステーション」を鹿島に開所したことを受け、開所記念事業として当所は「トヨタ自動車田中義和
氏公開講演会」を開催しました。田中氏はトヨタの燃料電池車「ＭＩＲＡＩ」の開発責任者であり、新
エネルギーとしての水素や燃料電池車等、新エネの世界的潮流や市内での新産業による地域振
興の可能性に理解に深めてもらうことを目的としました。約１８０名が聴講しました。
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田中氏による講演

水素社会実現に向けた講演聴講者

水素ステーション開所式

(2)強い人財の育成
①アカデミアプロジェクトの推進
教育界、行政、NPO、産業界が連携したアカデミアプロジェクトがスタートして 3 年目を迎えまし
た。積極的なトライアンドエラーを繰り返しながら、人財還流と地元定着、いわきを離れても故郷と
つながり続ける人財の育成につながるプロジェクトを着実に推進することができました。
高校生を対象とした「いわき発見ゼミ」は、これまでの企業訪問に加え、企業から出された課題
に対して高校生が考えをまとめプレゼンテーションするという新たな取組み、企業訪問ばかりでな
く歴史や文化を学ぶ講座の導入など、中身の深化が図られました。小学生を対象とした「会社見
学ガイドブック」については、小学校教員に対してアンケート調査を実施し、現場の生の声をもとに
内容の充実化を図りました。大学生による課題解決型学習（PBL）である「地域実践ゼミ」は、担当
教員との連携調整を密にしながら新たなテーマに取り組み、参加学生数も伸び、地域・企業から
の評価も高まっています。
その結果、僅かながらも、新卒 U ターン者を採用することができた、U ターンを希望する大学生
が増えた、大学生地域実践ゼミの体験が地元希望企業への就職につながったという成果も聞こえ
始めています。
[実績] 「いわきアカデミア」への参加実績
事業名/年度
会社見学ガイドブック

H28

H29

H30

計(人)

3,000

3,000

3,000

9,000

いわき発見ゼミ

320

597

560

1,477

実践力強化セミナー

―

42

18

60

わくわくしごと塾

―

312

155

467

地域実践ゼミ

―

16

47

63

高校生 PBL 授業

10

11

20

41

ジュニエコ

55

50

35

140

ジョブシャドウ

―

20

20

40

実践型インターンシップ

9

20

28

57

3,394

4,068

3,883

11,345

計
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②次代を担う若手経済人の育成
平成 29 年度の「暮らしやすいまちづくり研究会」における基礎的なデータに基づく調査検討を
踏まえ、今後の地域と企業をリードする若手経済人の政策形成能力養成を目的として、「いわき政
策塾」へとステップアップしました。
第一線で活躍する学識経験者を講師に迎え、国や地域が抱える課題に対応した政策動向、産
業振興策、公民連携など、幅広い知識の習得、物事の捉え方や考え方の習熟を行い、その成果
として「(仮称)いわき共創ラボの創設」等を盛り込んだ活動報告書をとりまとめ、議員総会において
「明日の元気ないわきに向けた提言」を行いました。
また、青年部においては、経済人育成の苗床として、同業・異業種間の連携交流を図りながら、
勉強会・意見交換会を通じたビジネス強化、ジュニア・エコノミーカレッジ等の人づくり事業に取り
組みました。

いわき政策塾 特別講演会

ジュニア・エコノミーカレッジ（販売実践会）

青年部例会（ビジネス研究会）

③企業を支える人財スキルアップセミナーの開催
企業の持続的発展に向け、中小企業の技術力向上を図る「いわきものづくり塾」(工業部会)、情
報リテラシー向上を目的とした「IT・IOT セミナー」や「キャッシュレス導入セミナー」(情報通信業部
会)、ポリテクセンターの委託を受けた幅の広い生産性向上支援訓練(運輸部会)、女性活躍に焦
点を絞った「女性かがやき塾」(生活サービス業部会)、「すぐに実践できる SNS 活用勉強会」(観光
飲食業部会)など、各部会の主催により、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
ミナーを開催しました。
[実績]スキルアップに関する部会主催セミナー 計 28 回開催、延べ 530 名参加

キャッシュレス導入セミナー

女性かがやき塾
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生産性向上支援訓練プログラム

(3)強いまちの育成
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
人口減少社会を迎え、都市活力や生活利便性の維持のためにコンパクトシティ化が不可避とな
っています。こうしたなか、いわき市都市計画マスタープラン及び立地適正化計画の策定が進め
られるにあたり、地域振興委員会主催による市都市計画課との意見懇談会の開催、いわき政策塾
における具現策の調査検討、さらには第二次いわき市都市計画マスタープラン策定委員会への
参画等を通じて、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、意見提案を行いました。
また、行政や関係機関との連携のもと「いわき市次世代交通システム研究会」を設立し、自動運
転技術動向や国の実証結果の情報把握など、いわき市が抱える交通課題の解消に向けた調査
研究活動に着手しました。
コンパクトシティは、一朝一夕に進められるものではないことから、その理念を保持しつつ、中長
期的な課題として捉え、引き続き調査研究を行っていきます。

地域振興委員会

立地適正化計画のイメージ

グリーンスローモビリティ(低速度 EV バス)

②いわき市中心市街地活性化基本計画（平地区）の推進
計画実施期間の 2 年目が経過するなか、いわき市中心市街地活性化協議会と連携しなが
ら民間実施主体の事業計画や進捗状況を確認するとともに効果的な事業実施が行えるよう
に支援を行って来ました。民間事業については、既に半分以上のプロジェクト（磐城平城・
城跡公園整備に関するイベントの実施や大型店舗における多目的学習スペース「平七小」
の整備、中心市街地の移動手段に関する調査など）が継続的に事業を推進しているほか、
行政事業については「（仮称）磐城平城・城跡公園整備事業」が平成 30 年度において大部
分の用地取得が完了し、歴史的・文化的な資源を活用した中心市街地の活性化に向けて事
業が推進されております。
また、
「いわき駅並木通り地区第一種市街地再開発事業」においては、再開発準備組合か
ら本組合設立に向けて準備が進んでおり、駅前を中心に居住人口の増加や駅周辺機能の利
便性向上が期待されています。今後も、いわき市中心市街地活性化協議会やたいらまちづ
くり㈱、いわき市と緊密に連携しながら、中心市街地の活性化に向けた各プロジェクトを
推進いたします。
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平成 29 年度事業報告会

まちなか循環バス調査事業

磐城平城城跡公園さくらまつり

③スポーツをエンジンとした人・まちづくりの推進
市や関係機関と連携した「スポーツによる人・まちづくり推進協議会(平成 29 年 10 月設立)」の
実質的な活動がスタートしました。その初年度にあたり、「スポーツが持つ力を活用して健康になる、
子どもたちを育成する、地域経済活性化につなげる」という本協議会の目的を広く地域に浸透す
べく、各種事業活動を通じた理解促進に努めました。
その結果、いわきのスポーツの祭典を目指した「ドリームチャレンジ」、子どもたちの運動能力を
高める「アスレチックアカデミー」に多くの市民の参加を得ることができました。また、いわき湯本温
泉旅館と連携したスポーツ大会・合宿を通じた宿泊需要創出による経済効果は、約 1 億円に上る
ものと推定されます。
[実績]
○健康・スポーツ講座(サンシャインマラソン 100 日/60 日/30 日前イベント) 計 3 回開催、180 名参加
○ドリームチャレンジ 約 5,000 名参加（健康イベント約 3,000 名、試合・音楽ライブ約 2,000 名）
○アスレチックアカデミー 計 48 回開催、延べ約 6,700 人参加
○アウトリーチ型アスレチックアカデミー 計 50 回開催、延べ約 1,644 人参加
○IWAKI FC PARK を活用した大会・合宿誘致 延べ 3,689 人泊

ドリームチャレンジ（健康イベント）

マラソン 100 日前イベント
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アウトリーチ型アスレチックアカデミー

