
課題１　福島駅周辺を核とする中心市街地の活性化

検討・実施主体 第30期 第31期

具体的検討内容 平成29年度 平成30年度 平成31年度

シンボルストリートの景観整備

・駅前通り景観協定に基いた福島市の補助金を活用した福島市のファサード整備

・駅前通り景観協定に基づいた修景整備

・レンガ通りにおける景観協定の検討、策定

街なか広場等の整備  

・街なか広場等の整備方針の検討(全天候型のイベント施設、常設のステージ・照明音響設備
等)

福島市

・「学生と連携したイベント」や「学生によるパフォーマンスの場の提供」など、街なか広場
における大学と連携したソフト事業の実施の検討

福島学院大学、福島県立医科大
学、福島商工会議所

大原綜合病院移転

・「健康経営®」をキーワードとした健康セミナー等の企画・開催の検討

・県庁通りが商店街が策定した「県庁通りまちづくり計画」基づき、統一感のある商店街の検
討

・県庁通りアーケードの老朽化対策(撤去を含む)

福島県立医科大学新学部「保健科学部（仮称）」の新設

・「学生によるパフォーマンスの場の提供」など、大学と連携したソフト事業の検討
福島商工会議所、福島県立医科
大学、福島市商店街連合会

ソフトの充実

・フリーマーケット等のイベント充実、定例化並びに中心市街地全体での連携の検討
福島市、福島商工会議所、福島
市商店街連合会、市民団体

・看板表示や「おもてなし規格認証」の推奨、アーケード撤去に伴う傘の貸し出し事業など、
ホスピタリティ事業の検討・実施

福島商工会議所、福島市商店街
連合会

・街なか活性化支援補助金を活用したにぎわい創出 福島商工会議所

市民ニーズへの対応

・若者の中心市街地に関する調査の実施と実施内容に基づいた諸施策の実施

・来街者ニーズの把握とそれに関連した整備の検討

個店の魅力づくりに対する支援

・ランチでクーポン事業の実施並びにアンケート調査を踏まえた飲食店魅力アップに向けた指
導

・個店統一デザイン看板の設置拡大（えがおまんまる商店街事業）

・商売繁盛塾の充実・強化

中枢機能の構築、強化

・中合2番館跡地利用並び周辺開発に関する協議
福島市、福島商工会議所、民間
団体

・交通の結節点である駅周辺の都市機能の検討
福島市、福島商工会議所、民間
団体

駅前通り周辺を会場とするイベント（駅前元気プロジェクト、当所青年部・女性会・市商連等主
催イベント）の開催並びにこむこむ・AOZ等との連携強化

駅前通りの歩行者天国化への検討・要望の実施

市商連えがお事業等との連携推進（参加店強化・周知PR）
福島商工会議所、福島市商店街
連合会

各種団体主催や商店街等の各種行事・イベント（ふくしま山車祭り、踊り屋台、まちなかイルミ
ネーション事業等）へのさらなる支援・協力の実施

福島市、福島商工会議所、福島
市商店街連合会、その他福島市
内のイベント主催団体

ふくしま将来ビジョンアクションプラン

施　策
実施・検討時期

第29期

１－１
中心市街地東口地区
の振興

1-1-1
シンボルストリート、街なか広場等の
整備による景観形成の推進

1-1-2
大原綜合病院移転、福島県立医科大学
新学部新設との連携

福島商工会議所、大原綜合病
院、県庁通り商店街(振）

アクションプラン

②

③

④

⑤

福島商工会議所、福島市、民間
団体

福島市、福島商工会議所、福島
駅前通り商店街振興組合、駅前
元気プロジェクト委員会構成団
体、こむこむ、AOZ等

福島市、福島商工会議所、駅前
通り商店街(振）

①

1－1－3
中心市街地東地区の既存商店街の
活性化と魅力づくり

福島市、福島商工会議所、福島
市商店街連合会

1－1－4
高度商業機能の集積及び中枢機能の強
化

1－1－5
イベント事業の充実
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民間としての「コンベンション機能」のあり方の再検討 福島市、福島商工会議所

福島駅西口の整備  

・福島駅西口の利便性に関する調査 福島市

・定期的なイベントの企画・開催（道路利用も含めた広範囲企画等の実施）
福島市、福島商工会議所、福島
市商店街連合会、市民団体

1－2－2
コラッセふくしまや関連施設との連携
及び新たな機能導入の推進

⑦ 集客施策や飲食機能など既存設備等の見直しと集客施策についての検討 福島県、福島市

既存設備の改修並びに新規設備の検討・提言

・利便性、バリアフリー、高齢者対応に向けた歩道等整備の検討 福島商工会議所

1－3－2
利便性を高め福島のシンボルとなる空
間整備

⑨ 地上化を含めた周辺部開発と連動した新規施設の検討
福島市、福島商工会議所、JR福
島駅

1－4－1
老朽化した公共施設の中心市街地への
集約及び再配置の推進

⑩ 民間・行政共同による複合型公共施設の整備等による集約・再配置の検討・要望 福島市、福島商工会議所

学生に支持される回遊導線の検討

・若者の中心市街地に関する調査の実施と実施内容に基づいた諸施策の実施（再掲）
福島商工会議所、市中心部の各
商店街

回遊を導くための施策の実施

・公共サービスの向上具体策の検討(駅前のブックポストの設置　ももりんレンタサイクルの利
活用方法の検討　など）

・公共施設が連携した施策の検討

旧東口行政サービスコーナー（ウィズもとまち1階）の再利用

・「学生と地域企業を結ぶ交流スペース『まなびとJOBステーション（小倉市）』や「女子学生
のためのカフェ（福山市）」など他都市事例を参考とした利用方法の検討

1－5－1
福島県立医科大学と福島学院大を核と
した若い世代に魅力のあるまちの創造

⑫
福島県立医科大学、福島学院大学等との連携によるまちなかでのイベントの実施並びに学生が滞
留するための施設等の検討・整備

福島県立医科大学、福島学院大
学、福島商工会議所

福島県立医科大学、福島学院大学、福島大学等との連携による取組み（学生との意見交換会等の
開催）

福島県立医科大学、福島学院大
学、福島大学、福島商工会議所

若者をまちづくり活動に取り込んでいる事例の研究（先進事例の視察会等の実施）

若手経営者と市商連えがお事業等との連携推進（アイデア意見交換など）

わらじまつりへの参画推進

若者の中心市街地に関する調査の実施と実施内容に基づいた諸施策の実施（再掲）
福島商工会議所、市中心部の各
商店街

都心居住促進に向けた環境整備の検討

・集約や跡地利用（駐車場や高齢者向け住宅等の活用）について、民間事業の検討の実施

1－6－2
日本版CCRC等のモデル的な都市居住エ
リアの整備

⑮ 日本版CCRC等具体的なモデルとなる事例の研究 福島商工会議所

本市の空き家の現状と課題の把握

空き家バンク事業を活用した居住施策の促進

福島商工会議所

1－２
西口のにぎわい拠点
形成

1－2－1
市民に利便性を提供し広域的な集客力
を持つにぎわい交流拠点施設の西口へ
の整備

⑥

福島市、市中心部の各商店街、
福島商工会議所

１－６
高齢者・若い世代の
都心居住の推進

1－6－1
都心居住促進のための環境整備（集合
住宅の整備促進およびニーズに対応し
たサービスの提供等）

1－6－3
空き家対策の推進

福島市　福島県宅地建物取引協
会　福島商工会議所

1－３
福島駅新東西連絡自
由通路の整備

1－3－1
福島駅を中心に東西が連携する新たな
自由通路の整備

１－４
回遊導線の整備と
公共施設の再配置 1－4－2

教育施設や公共施設の連携による回遊
動線の整備・強化

１－５
若者のまちづくりへ
の参画 1－5－2

市内の学生及び若者をまちづくり運動
に取り組む仕掛けづくり

⑧

⑪

⑬

⑭

福島市、福島商工会議所

⑯
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課題２　福島市の都市形成及び居住環境整備

検討・実施主体 第30期 第31期

具体的検討内容 平成29年度 平成30年度 平成31年度

情報発信力強化

・行政・政治の拠点としての情報発信力強化に向けた行政等の課題についての対応等の検討 福島商工会議所

中核市としての福島市独自の施策の検討・提言

・食品衛生法による行政指導の適正化（オープンカフェの実施など）
・教職員に対する研修における福島市の歴史・文化の研修の充実（古関裕而､わらじ音頭など）

連携中枢都市圏構想の実現に向けた支援 福島商工会議所

近隣市町村の商工会議所及び商工会を構成メンバーとする「県北商工団体広域連携会議（仮
称）」の設置

福島商工会議所、二本松商工会
議所、近隣の商工会 

農地法改正等の影響等周辺土地利用に関する調査、検討

西道路南伸に伴う医療関連産業集積の検討

県北都市計画マスタープランの見直し等の要望等の実施

大笹生IC周辺の物流拠点・新規工業団地の整備の検討 福島市、福島商工会議所

県北都市計画マスタープランの見直し等の要望等の実施（再掲）

農地法改正等の影響等周辺土地利用に関する調査、検討（再掲）

2－2－3
県北地域の緊急道路の役割を有する東
北中央自動車道霊山ICと医大を結ぶ新
たな国道115号ルートの整備促進

㉑ 具現化に向けた国・県・市等行政への要望の実施 福島商工会議所

生活環境整備対策の推進

・鳥のフンや雑草など街の景観の悪化への対応

・隈畔整備など、自転車や歩行者にやさしいまちづくりの検討

空き家バンク事業を活用した居住施策の促進（再掲）
福島市　福島県宅地建物取引協
会

2－3－2
地域包括ケアの推進

㉓ 地域包括ケア推進に対する協力 福島商工会議所

2－3－3
健康寿命延伸に向けた取組み

㉔
健康寿命延伸に関する調査・研究
「健康経営®」をキーワードとした健康セミナー等の企画・開催（再掲）

福島県、福島市、協会けんぽ、
福島商工会議所

育児と仕事の両立についての先進的な取組事例の研究 福島商工会議所

ワーク・ライフ・バランスの普及啓発、推進
福島県、福島市、福島商工会議
所

会員事業所従業員の婚活事業の推進 福島商工会議所

「イクメン」・「イクボス宣言」の普及、及び推進
福島県、福島市、福島商工会議
所

保育所の設置・時間外保育、女性の就業促進に関する行政の要望 福島市、福島商工会議所

教育現場環境の充実

・教職員用のPC整備や校務アプリケーションによる、今まで以上に生徒への指導に費やせる時
間を創出し教育の充実を図る環境の創造に向けた検討

福島市 

ICTの活用による教育水準の向上

・子どもの学習意欲の増進や、豊かな学びを実現するための、タブレットやプロジェクターを
活用したICTを活用した学習導入の検討

福島市

２－３
「健康」「安心」
「教育」を前面に押
し出したまちづくり

2－3－1
高齢者に優しい快適な生活環境を実現
する歩行空間や住宅環境の整備

福島商工会議所、福島市商店街
連合会

2－3－4
若い世代の結婚から妊娠・出産・育児
まで切れ目ない支援

2－3－5
ICTを活用した魅力的な学習環境の提供
等、児童・生徒の教育水準の向上

実施・検討時期

第29期

２－１
県都としての意見発
信力の強化並びに県
北の母都市としての
中核市機能・地域連
携の強化

2－1－1
県都としての情報発信とリーダーシッ
プの強化

福島市、福島商工会議所

２－２
東北中央自動車道、
福島西道路延伸に伴
う福大・県立医大周
辺および大笹生IC周
辺の土地利用の促進

2－2－1
東北中央自動車道、福島西道路沿線に
おける土地利用の見直しと医療関連産
業の集積

アクションプラン
施　策

⑰

2－1－2
中核市及び連携中枢都市圏の形成の推
進

⑱

⑲

⑳

㉒

㉕

㉖

福島県、福島市、福島商工会議
所

2－2－2
東北中央自動車福島大笹生IC周辺の物
流拠点、新規工業団地の整備

福島県、福島市、福島商工会議
所

3



高齢者の買物・通院等に関する現状・課題の把握 福島商工会議所

公共交通のバリアフリーの整備の検討 福島市、福島商工会議所

タクシー等の活用による生活交通の確保の検討
福島市、福島商工会議所、タク
シー協会・協同組合

福島駅を起点とした広域交通に関する現状・課題の把握 福島市、福島商工会議所

まちづくりと連携した公共交通の整備の検討 福島商工会議所

中心市街地の飲食店・集客施設等との連携による利用促進の実施
福島商工会議所、福島社交飲食
組合、福島交通、タクシー協
会・協同組合

公共交通を活用したまちづくりに関する調査・研究 福島商工会議所

LRTや自動運転システム等の新交通システムの検討 福島商工会議所

2－5－1
被災予想地域のインフラ強化、吾妻山
火山噴火緊急時に対応する新たな幹線
道路整備

㉚ 具現化に向けた国・県・市等行政への要望の実施 福島商工会議所

2－5－2
老朽化が深刻化しつつある中心市街地
のインフラの整備

㉛ 中心市街地のインフラの整備状況の調査と改善に関する提言の実施 福島商工会議所

2－5－3
センサーやカメラ等の活用による災害
予測や防犯設備・機能の強化

㉜
犯罪の軽減や有事の即時対応力の強化、水害・雪害・獣害・その他災害を予測し適切な対応を可
能にするセンサー・カメラの設置

福島市

2－5－4
災害発生後の情報受発信機能の強化
（Wi-Fi環境の整備等）

㉝ 災害発生時の情報通信環境の確保（各商店街や避難所等の無料Wi-Fiの整備など） 福島市、福島市商店街連合会

災害発生時の被害が最小限になり、災害から早期に回復できる「災害に強いまちづくり」の実現  

・SNS等を活用したリアルタイム情報の共有化等の推進による、よりスピード感のある災害対策
の実現

福島市、福島商工会議所

・大規模災害発生時の罹災証明書発行等、一連のプロセスを一元的に管理できる被災者支援シ
ステムの導入の検討　など

2－6－2
スマートシティ実現による環境に優し
いまちづくりの実現

㉟ 環境配慮型都市の実現に向けたICTや環境技術等の活用の検討 福島市

観光への活用

・「RESAS」等ビッグデータを活用した集客拡大策の検討

・市が実施している来訪外国人実態調査結果を活かしたPR活動の実施

・福島の文化や歴史・伝統を記した郷土資料のデジタルアーカイブ化の検討　など

教育への活用  

・「ICTを活用した魅力的な学習環境の提供等、児童・生徒の教育水準の向上」（再掲） 福島市

医療・健康への活用

・高齢化社会に対応する介護施設やその他の福祉施設へのAI搭載型ロボットの整備 福島市

福島市、福島商工会議所、観光
コンベンション協会

２－４
公共交通のあり方や
役割の再検討

㉞

㊱

2－4－2
中心市街地と周辺地域を結ぶ地域公共
交通網の整備

2－4－3
新たな公共交通を活用したまちづくり
の推進

2－4－1
高齢化社会の進展に伴う公共交通のあ
り方についての検討

㉗

㉘

㉙

２－５
防災・防犯の都市づ
くり

２－６
ICTへの対応促進

2－6－1
情報を活用した災害に強いまちづくり
の整備

2－6－3
ICTの観光、教育、医療・健康等への活
用の促進
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課題３　中小企業支援策の充実

検討・実施主体 第30期 第31期

具体的検討内容 平成29年度 平成30年度 平成31年度

経営発展支援計画の認定及び同計画に基づく会員事業所への伴走型支援事業の展開

経営課題抽出並びに円滑な事業承継を図るためのアンケートの実施

福島県事業引継ぎ支援センター等と連携を図りながらの事業承継の支援

人手不足の解消及び生産性向上を図るためのICT・IOT導入推進

若者・女性の人材育成についての先進的な取組事例の研究 福島商工会議所

高等学校との連携による取組み（意見交換会・企業見学会等の開催）
高等学校（県北中心）、福島商
工会議所

大学等（COC＋）との連携による取組み（人材確保・地元企業への定着等）
福島県・福島大学・桜の聖母短
期大学他、福島商工会議所

福島県プロフェッショナル人材戦略拠点との連携、及び普及啓発 福島県、福島商工会議所

福島・相馬・米沢商工会議所の部会活動等を通した連携の推進

福島・相馬・米沢商工会議所地域懇談会における連携事業の検討、実施

山形大学工学部との産学連携の推進（セミナー等の講師の積極的活用を含めた場の提供）

産学連携の推進のための方策の研究

福島市産業創出推進室などの関係機関団体との連携

研究機関の視察会の実施

大笹生IC周辺の物流拠点・新規工業団地の整備の検討（再掲）

誘致企業と地元企業の取引拡大に向けた事業の検討

若者・女性活躍推進施策の研究及び会員事業所への周知 福島商工会議所

女性活躍推進法・「えるぼし」に関する研究及び会員事業所への周知
厚生労働省、福島県、福島市、
福島商工会議所

保育所の設置・時間外保育、女性の就業促進に関する行政の要望（再掲） 福島商工会議所

産業競争力強化法に基づく創業支援の実施

新規創業者の養成のための創業スクールの実施

金融機関等で実施している創業セミナーとの連携

「ふるさと元気支援補助金」による創業支援

「ふるさと元気支援補助金」による支援(再掲）

成長が期待される医療、再生可能エネルギー、ロボット産業等の情報提供

福島まちづくりセンターと連携した創業者を含めたチャレンジショップ支援

「ふるさと元気支援補助金」による創業支援（再掲）

福島大学食農学類の概要及び研究機関の情報提供

福島大学との交流事業の実施

3－3－1
研究機関や行政との連携による新産業
育成支援強化

㊼ 成長が期待される医療、再生可能エネルギー、ロボット産業等の情報提供（再掲） 福島市、福島商工会議所

福島大笹生IC周辺の物流拠点・新規工業団地の整備の検討（再掲）

誘致企業と地元企業の取引拡大に向けた事業の検討

3－3－3
福島市医産連携推進事業の推進

㊾ 福島市医産連携研究会事業の推進 福島市、福島商工会議所

アクションプラン

福島市、福島・相馬・米沢商工
会議所、山形大学　等

3－2－3
チャレンジショップへの家賃補助、貸
し工場等による創業支援の強化

福島商工会議所、福島まちづく
りセンター

3－2－4
福島大学の新たな農学系教育研究組織
と連携した6次化の推進

福島大学、福島市、福島商工会
議所

㊲

施　策
実施・検討時期

第29期

３－３
再生可能エネルギー
分野や医療福祉分野
への参入支援

3－3－2
進出企業等との連携の推進

福島市、福島商工会議所

3－1－4
大学等をはじめとする研究機関との産
学連携の推進

福島市、福島大学、福島県立医
科大学、福島商工会議所

3－1－5
工業用地の確保、企業誘致及び地元企
業との連携の推進

福島市、福島商工会議所

3－1－6
女性の社会進出支援策の推進

３－２
新規創業対策、新分
野進出支援の推進

3－2－1
新規創業者及び創業後一定期間の支援
強化

福島商工会議所、各金融機関

3－2－2
業種転換、新分野進出支援の推進

福島市、福島商工会議所

３－１
市内中小企業を取り
巻く諸課題の解決

3－1－1
既存中小企業の経営支援の強化 福島県、福島市、福島商工会議

所

3－1－2
人材育成と事業承継支援

3－1－3
東北中央自動車道を活かした米沢市・
相馬市の事業所や山形大学工学部等と
の連携の推進

㊳

㊴

㊵

㊶

㊷

㊸

㊹

㊺

㊻

㊽
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普及啓発、勉強会・セミナーの推進

「健康経営®」をキーワードとした健康セミナー等の企画・開催（再掲）

「健康経営優良法人承認制度」について会員事業所への周知

「健康事業所宣言」の普及及び、従業員の健康受給率向上の推進

3－4－2
ヘルスケア産業の育成支援

51 福島市内企業へのヘルスケアに関する情報提供並びに参入支援 福島市、福島商工会議所

介護と仕事の両立についての先進的な取組事例の研究

介護休暇制度の普及及び企業内体制づくりの推進

3－4－4
会員事業所に対する健康ステーション
事業の検討

53 上町開発ビル内大原記念ホール（仮称）活用の検討 福島商工会議所

３－４
健康で働きつづけら
れる職場環境の創造
（経営的視点の導
入）

3－4－1
「健康経営®」」の導入

福島県、福島市、協会けんぽ、
福島商工会議所

3－4－3
従業員の家族介護への支援

福島県、福島市、協会けんぽ、
福島商工会議所

㊿

52
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課題４　観光振興及び交流人口拡大対策の推進

検討・実施主体 第30期 第31期

具体的検討内容 平成29年度 平成30年度 平成31年度

信夫山、フルーツライン、旧広瀬座等既存観光資源の活用についての調査・研究
福島市、福島商工会議所、福島
市観光コンベンション協会民間
団体

福島競馬場の開催日拡大の要望 福島商工会議所

福島競馬場・県立美術館等の既存集客施設との連携の検討 福島商工会議所

福島大笹生ＩＣ周辺に計画されている「道の駅」と東北中央自動車道沿線の「道の駅」を活用し
た広域観光の推進

福島･相馬･米沢市、福島･相馬･
米沢商工会議所、福島市観光コ
ンベンション協会

4－1－2
新たな観光資源の開発

55 歴史・文化資源の掘り起しと利活用（AR等を利用したまちあるきマップの作製など）の検討
福島市、福島商工会議所、福島
市観光コンベンション協会

4－1－3
観光振興の中核組織となる「日本版
DMO」の推進

56 日本版ＤＭＯ候補法人に登録された「福島市観光コンベンション協会」の支援 福島市観光コンベンション協会

「おもてなし規格認証制度」の取得に関する支援
福島市、福島商工会議所、民間
団体

食文化や果物等を活用した新たな商品開発に対する支援
福島市、福島商工会議所、民間
団体

「ふるさと元気支援補助金」による支援(再掲） 福島商工会議所

市商連高齢者免許証返納支援制度対応に対するサービスの実施・支援
福島市商店街連合会、福島商工
会議所

民間としての「コンベンション機能」のあり方の提案 福島商工会議所

西口への賑わい機能を有する施設の設置に向けた事例の研究と提言の実施(再掲） 福島市、福島商工会議所

外国語表記整備並びに情報発信

・情報提供コンテンツの整備
福島市、福島市観光コンベン
ション協会

・訪れた誰もが必要な情報を直感的に収集できる環境実現に向けた、駅前や観光拠点に多言語で
地図や観光情報を発信できる情報端末（サイネージ）の整備の検討

福島市

・必要な情報を手持ちのスマートフォン等へ配信する機能の強化整備の検討（各言語毎に用意す
る必要があったパンフレット等の代替）

福島市

外国人との接客に関するセミナー等従業員教育の支援
福島県、福島市、福島商工会議
所、福島市観光コンベンション
協会

外国人観光客をターゲットにした滞在プログラムの検討
福島市、福島商工会議所、福島
市観光コンベンション協会

「おもてなし規格認証制度」の取得に関する支援（再掲）
福島市、福島商工会議所、民間
団体

ホストタウンであるスイスとの交流事業の推進 福島市、福島商工会議所

仙台空港・相馬港・東北中央道沿線の広域観光周遊ルートの検討 福島・相馬商工会議所

免税店の普及促進に関する支援
福島商工会議所、福島市商店街
連合会

交通機関のバリアフリー化の検討
二次交通整備の検討

福島市、福島商工会議所、福島
市観光コンベンション協会、
NPO法人ふくしまバリアフリー
ツアーセンター

無料Wi-Fi環境整備、拡充

・現状の部分的な整備から多拠点・面的な整備へと拡張（どこにいても公衆無線LANを利用できる
まちづくりの展開）

福島市

・大人数が集まるような拠点（福島駅周辺やあづま球場等）での大量アクセスに耐えられる高品
質なWi-Fiの導入とアプリケーション等によるサービス導入の検討

福島県、福島市

アクションプラン

４－２
2020年東京オリンピッ
ク・パラリンピック競
技大会開催に向けたイ
ンバウンドへの対応

4－2－1
外国語によるサービスの提供や情報発
信、まちなか案内の外国語表記整備

4－2－2
誘客事業や受入に向けた整備の推進

4－2－3
官民連携でのWi-Fi環境の拡充

実施・検討時期

第29期

４－１
観光振興策の強化

4－1－1
既存観光資源（温泉、磐梯吾妻スカイ
ライン、花見山、信夫山、JRA福島競馬
場、宮畑遺跡、円盤餃子®などの食文化
や果物等の食材、豊富な花や緑）の活
用の推進及び道の駅の整備

4－1－4
事業所における「おもてなし」サービ
スの向上や新商品開発に対する支援

4－1－5
西口にぎわい交流拠点における国際会
議等への対応とコンベンションの誘致

施　策

54

57

58

59

60

61
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わらじまつり50周年を見据えた興隆策（わらじ踊りのリニューアル、県外PR、わらじまつり関連
グッズ）の検討及び実施

他都市における「お祭り」等の視察会の開催

「2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会」開催に向けたわらじPRとわらじホーム
ページの充実

福島商工会議所、福島市商店街
連合会、福島わらじまつり実行
委員会

わらじARシステムの利活用によるまつりPR

東北絆まつり等のわらじまつり遠征事業による他地区へのPRの実施

市民参加による信夫山散策ツアーの実施への支援・協力
福島市、福島商工会議所、NPO
法人ストリートふくしま等

歴史・文化資源の掘り起しと利活用の検討（再掲）
福島市、福島商工会議所、福島
市観光コンベンション協会

暁まいり等のお祭りや御倉邸等の歴史的建造物の市内外へのPR
福島市、福島商工会議所、福島
市観光コンベンション協会、

古関裕而・金子夫妻を主人公としたNHK朝のドラマの実現に向けての各種活動の実施
福島市、福島商工会議所、福島
商工会議所青年部

古関裕而記念館のリニューアル要望の実施
福島市、福島商工会議所、福島
商工会議所青年部

SNSやAR等を活用した福島の文化・伝統
の発信

65 わらじARシステムの利活用によるまつりPR（再掲）
福島市、福島商工会議所、福島
わらじまつり実行委員会

「ようこそふくしま うまいもの店･湯けむり紀行」の作成による誘客事業の展開 福島商工会議所

ランチでクーポンを活用した誘客事業の推進並びにアンケートを踏まえた飲食店魅力アップへの
指導の実施

福島市、福島商工会議所、福島
市商店街連合会

東北中央自動車道沿線「道の駅」を活用した本市観光PR・物産展の実施
福島・相馬・米沢商工会議所の
道の駅

相馬・米沢方面から観光客・買い物客などを呼び込むための誘致策の検討、（米沢市のケーブル
テレビを活用したPRなど）

福島･相馬･米沢商工会議所、
ケーブルテレビ等

福島・相馬・米沢商工会議所会報等を活用したＰＲの推進（再掲） 福島・相馬・米沢商工会議所

仙台空港・相馬港・東北中央道沿線の広域観光周遊ルートの検討（再掲） 福島・相馬商工会議所　等

広域連携によるプロモーションの実施
福島市、福島商工会議所、福島
市観光コンベンション協会

近隣市町村の商工会議所及び商工会を構成メンバーとする「県北商工団体広域連携会議（仮
称）」の設置（再掲）

福島商工会議所、二本松商工会
議所、近隣の商工会

各市イベント等への出店による観光PR・物産展の開催 福島商工会議所

東北中央道沿線観光パンフレットの作製 福島市、周辺市町村

福島・相馬・米沢商工会議所の部会活動等を通した連携の推進 福島・相馬・米沢商工会議所

4－5－1
J 1・J２参入時に不可欠な大規模スタ
ジアムの整備に向けた、民間と行政と
の密接な連携

69 大規模スタジアム建設に向けた調査等の実施 福島商工会議所

4－5－2
地元に根差したチーム作りに不可欠な
サポーターづくりへの支援

70 サポーター増強に向けた取組 福島商工会議所

福島市、福島商工会議所、わら
じまつり実行委員会

４－４
仙台空港や東北中央
自動車道の活用等に
よる広域連携の促進

4－4－1
相馬・米沢方面から観光客・買い物客
などを呼び込むための誘致策の検討
（通行料金の無料化というメリットを
有効活用したPR戦略）

4－4－2
民間化した仙台空港や幹線道路網を活
用した、南東北３県にまたがる広域的
な観光商品の開発

4－4－3
観光振興のための周辺市町村との連携
の推進

４－５
福島ユナイテッドFC
への支援

４－３
歴史、文化を活用し
たまちづくり

4－3－1
福島わらじまつりの興隆

4－3－2
福島市の歴史の再発見と活用・福島市
の伝統・文化の掘り起しによる魅力の
発掘

4－3－3
福島市名誉市民「古関裕而」氏に関連
した各種事業の推進

福島市、福島商工会議所、福島
わらじまつり実行委員会
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