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『ふくしま地域活性化セミナー』 

日時：平成 21年 10月 6日 

会場：ふくしま自治研修センター 講堂 

 

事例発表 1  「地域経済循環の確立」による経済の活性化  

      会津若松市 商工課 副主幹 吉川
よしかわ

 信
まこと

 氏 

 

   

 

 まず、なぜこういう取り組みを始めたのか、簡単に触れさせ

ていただきたいと思います。 

 今回の重要なポイントは、県が作成した産業連関表というも

のです。会津地域とか浜通りとか、各地域で産業が、どのよう

に地域経済に波及効果を含めて影響があるのかということを数

字で示したようなものです。たまたま、平成 19年に産業連関表

を見て、会津地域経済の状況に愕然としたというのが、この「地域経済循環の確立」をしていかなけ

ればいけないという大きな出会いになりました。 

どういうことかと言いますと、県のデータによると、会津地域の地域住民の所得が平成 11年を境に

ずっと減尐の一途をたどって、たった 5年間で地域所得が約 800億円も減尐したということを連関表

や地域所得統計(推計)表で知り、まず大きなショックを受けたということです。これは、日本全体が

不景気なので、会津だけではないだろうというところでひも解いていったのですが、実は、減尐して

いるのは県内でも会津だけで、県北・県中・県南・いわきは、だいたい平成 11年から 30億くらいず

つ地域所得が増加傾向にありました。その結果、会津地域は、地域の中のお金が減っているので、例

えば中心市街地の活性化をしようとか、いろんな対策を練ったとしても、結局住民の方はお金が使え

ない、払えないため、我々が行ってきた経済の施策というのは、果たして実効力のあるようなものに

なるのか。また、そこの中だけで活性化策をやろうといったところで限界があるのではないかという

ことです。これは何に原因があるのでしょうか。 

      産業全体で言うと、会津で作られたものを外に売って、「外貨」を獲得しているのが会津地域全体で

7,876 億円という数字が出ています。逆に、外で作られたものを会津地域に入れて消費している金額

は 8,480億円。マイナスで 604億円の、いわゆる産業上でいうマイナスが、先ほど言ったような地域

所得の減尐に直接結びついているというところが、連関表でわかりました。 

平成 17年頃からは、ＪＲさんのご協力をいただいて、デスティネーションキャンペーンの観光大型

プロジェクトを組みましたので、確かに会津地域全体で 800万人くらいの観光客がいらっしゃるよう

になったのですが、それにしては、大型温泉旅館はつぶれるは、土産を作っている加工業者も景気い

いという話はしないし、どういうことなのかなというのも疑問に思っていました。特に、温泉旅館で

出すお食事、観光客が買うお土産、そういったものの食品産業の産業全体の、会津地域で作って売っ
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ているもの、他で作っているものを買ってきて会津地域で消費しているもの、それをさらに絞って、

食品産業だけの域際構造というのはどうなのかを調べました。 

会津地域は田園風景が広がっていて、米はうまいし、味噌はあるし酒はあるし、食品は会津でいっ

ぱい作ってそれを外に売っているのではないかというイメージがありますが、実は、会津地域の食品

の域際構造というのは、推計ですが、会津で作って外に売っているものについては 221億円、外で作

られたものを買ってきて会津だといってやっているものが681億円で、食品産業だけでもマイナス460

億円だということになります。例えば、お土産品ひとつとっても、他の地域から原料を入れてきて加

工して会津といって売っているものも当然あります。パッケージとかで、尐しだけ関わって、販売所

が会津地域の企業の名前になっているとかというものが多々あります。その結果、多くのお客様がい

らっしゃって、温泉旅館で食事をして帰る、お土産を買って帰る、統計によると、観光客の方が来ら

れて一旦地域に落ちる経済効果としては 878億円の効果があると推計されていますが、観光の主要で

ある食品産業が、このように地域でまかなえるものもまかなわずに他に依存して買ってきて売ってい

るとか、会津地域の農家に原料の供給とかもらって作ればいいものを外国から仕入れるとか、他の地

域から仕入れて作っていて、原材料費として他の地域に払い出しをしなければいけないとか、商品と

して買ってくれば売ってもらった他の地域の企業にお金を払わなければいけないということで、結果

的に800億くらい一旦入ったお金も地域の自給率として30％しか満たないだろうという推計数字も出

ているのです。 

乱暴な言い方ですが、800億の経済効果が一旦あったうち、30％は地域に残るのですが、残り 70％

は地域の企業に支払わなければいけない。それが、ＰＲ費用をかけて、多くの観光客を呼んできたに

もかかわらず、地域としては 30％くらいしか利益をこうむれない。そういったものを、毎回繰り返し

ていたのでは多額のＰＲ経費をかけているので、30％くらいの地域に残る金だけでは、もう将来どん

尻に行くのが目に見えている。ここを何とか直していか

ないと、このままではやばいぞというところに気づいて

きたところが、地域の中でやれることはやりましょうと

いう仕組みに取り組む背景になりました。 

       

ご存じのとおり、会津若松市を含め、会津地域という

のは 17の市町村で構成されていて、商圏もほぼ会津地域

の中でまかなわれているような地域です。例えば衣類と

かそういったものは、新潟とか仙台とかというところに

一部購買が逃げますが、殆ど地域住民は会津地域の中で

消費しているような構造のところもあります。これはな

んとか会津若松市だけではなくて、17市町村が一つにな

って取り組んでいかないとどうしようもないということ

で、平成 19年に会津地域経済循環推進協議会という組織

を発足しました。 

この協議会を作るのには、半年を要しました。「話は
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分かるけどこんな協議会は必要なの？」というところも他の市町村にあって、「協議会を作ったら負担

金を求められるのだろう？」という話もあって、なかなか循環協議会を作りましょうということには

ならずに、会津 17市町村で作っている広域市町村圏整備組合の担当職員の方と私で、半年かけて 16

の市町村さんの農政・商工の各課長さんを中心に説明しました。その内容は、今皆さんにお話しした

とおり、「おかしいと思いませんか」、「こんなに観光客が来て湧いているにもかかわらず、実際、皆さ

んの市町村はどうですか」と言うと、「よくないな」という反応が殆どです。そこで車のタイヤに例え

て次のように言います。観光客を皆さん一丸となって会津地域に呼んでくるというのは非常によくて、

車輪は回りだした、これは事実です。ただ、その中にある稼ぎ柱の産業が、地域の中のもので商売し

ていく、勝負をしていくという仕組みにしていかないと、この両輪が回って観光による地域活性化が

なかなか図れないのではないか。その裏付けが先ほど言ったようなことなのですよ。それに加えて、

会津地域全体の産業構造としては、これまで 17市町村のうち 11の地域で建設業が主要産業でした。

それが、この 5年間で 15の地域が大きく括ると観光サービス業が主要産業に移行しているということ

をまず現実として受け止めてください。そうすると、皆さんの市町村の稼ぎ頭が観光産業に移行して

きているので、この稼ぎ頭を元気にしないと税収も生まないし、雇用も生まないということになりま

す。これを元気にするためには、みんなでスクラムを組んで、これから申し上げる様々な活動をみん

なでやっていく必要があります。そういうことを説明しました。 

そうなると、次は負担金をどうするのだという話になるので、広域市町村圏整備組合さんに「最初

から負担金ありきで話を進めるとまとまらないので、すみませんけど、広域市町村圏さん、50万くら

い負担金を組んでくれませんか」といって、広域市町村圏さんに 50万の負担金を組んでいただいて、

残りの市町村は、まず金はゼロでやろう、とりあえずメンバーとしてみんなが集まって、財源は広域

市町村圏整備組合さんに 50万円いただいて、50 万

円でまず一旦やってみましょう、やって成果が出た

ら、あとはその成果に応じて、皆さんで負担金を組

めばいいのではないですか。とりあえず負担金もな

いので、面倒くさいことないでしょう。それでやっ

てみましょうということで、なんとか平成 19年の 6

月に協議会を発足することになったのです。 

 

 実際、協議会を発足させて何をやったかというと、

「会津地域の農産物や食の情報交換をしましょ

う！」というペーパーの下の方にある「これからの

事業展開」に書いてある部分です。まずは、食品産

業なり温泉旅館、サービス業も含めて、なるべく地

域でやれるものを地域でやりましょうといっても、

会津は面積も広大ですし、例えば商工会議所や商工

会の役員の方々ですと顔を合わせる機会が多いと思

いますが、他の農家さんとか八百屋さんとか加工業

民間企業の誘導策（入口と出口の確保）  
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者というのは、本当にそういった会に役付きで入ってない限り、ほぼ関係というのは皆無です。原料

を使えと言っても、そんな人はいるのかという加工業者からの声もありました。 

そこで、地域の食品に携わる農家さん、加工業者なり、あとはそれを使っていく小売り、温泉旅館、

この三者をお見合いさせましょうということで、平成 19年の頃は月に 1度くらいずつは地域内企業の

情報交換会ということで、企業マッチングをしました。徹底的に仕込みもしました。実際、ああいう

ふうにやればいいかなというような、皆さんの取り組み易さというのも調整しながら、いろいろみん

なを呼んできてお見合いをさせました。お見合いをして実際いい商品というか、ある一定程度の会津

産と言えるメイドイン会津と出しても恥ずかしくないような商品については、今度は地域外のバイヤ

ーを呼んできてお見合いをさせましょうという取り組みも同時にやりました。 

こういった売り先まで用意をすることによって、我々の取り組みは非常に成功しております。その

成功の秘訣は、これまでは行政が補助金を出すとか、こういうふうにやってみてといって誘導だけを

し、商品開発できたら「よかったね」とそこで終わっていたと思います。「それをやられるとおれたち

も困るのだよな」というのが企業の声で、しっかり作ったものについては行政に「おんぶにだっこ」

で申し訳ないけど、今の時代、行政にすがるしかない。特に、行政には出口の誘導策を立てて欲しい

との声が多々あります。 

最近、役所には多くの取引に関わる情報が来ます。 

 

 

 

【キーワード】 

○ 経済構造の見直しが必要 

 

① 経済循環・域際収支の視点 

② 地域住民所得の視点 

③ 消費購買動向の視点 

④ 都市部市場流通への高依存度の視点 

 

① 他との差別化による多くの外貨獲得 

② 企業の適正な利益確保 

③ 他の分野（業種）への牽引や波及効果 

 

① 地域の優位性が十分に活かされ、地域

への生産波及効果が最も大きい 

 

① 農商工連携 

② 原材料となる農産物を通年を通して

高品質に供給させることが成功の鍵 

「地域経済循環の確立」による経済の活性化 

    

           会津地域（本市）の経済活性化 

                      

   会津地域の経済構造の改革 ＝地域経済循環の確立   

                        

        会津のブランド化 

 

 食のブランド化 

                      

商品・サービスの高付加価値化 

        

会津若松市・会津地域経済循環推進協議会 

 

入口（生産等）                                出口（売り先等） 

    

                        ホテル インターネット コンビ二  外食  その他    地産地消 観光農業等 

会津地域農

産食品等人

材育成事業 

会津野菜の

取り組み 

※独自基準 
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解消による

特定の食品

加工業者の

展開 

氷温技術等を活
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への取り組み 
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質化 

品種改良・会

津 独 自 の 新

種開発 
 

日本ホテル 

など 

 

Ａ社 

 

Ｂ社 

 

 

企業交流会

の開催など 

地域内企業

交流会の開

催など 

 

Ｃ社 

 

Ｄ社 

 

 

Ｅ社 

 

Ｆ社 
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例えば、大手のコンビニエンス会社さん、ホテル業界など、皆さんにお配りした資料の右下の方に

ある「出口」と書いたのが、会津地域に声をかけてきている企業さんです。どの企業をみても本当に

大手と言われるところですが、そういった企業が情報をよこします。どういう情報をよこすかという

と、地方特有のこだわりや品質の高い農産物・加工食品を生産している人を紹介してくれませんかと

いうような話が来ます。今、食品の安心安全が問われてきていて、食品が国産に回帰し、消費者がそ

れを求めている。 

そうした国産食品の生産状況をどこに聞いたらいいか分からず、信頼のある情報を聞き出すには、

まず役所へという具合です。 

食品業界は業界同士でつながりがあるらしく、「あそこの地域は一生懸命に民間の農家さんとか企業

を紹介しているから、あそこに行ってみて。結構紹介してくれるから。」と、業界・業界でつながって

いるらしくて、お客さん（企業）がお客さん（企業）を呼んでくれるような状況になります。 

 

 

現在、出口対策の仕掛けとして、ホテル業界で一つ、インターネット業界も一つというように、出

口（提携先）は分野ごとに一つに絞っています。ホテルは他の大手さんから来たら、そっちもやりま

すよというやり方ではなくて、なるべくお金になりそうだなという企業さんとがっちりやるというや

り方をしています。そうしないと、外部の企業からもいろいろクレームも来るので、「うちでＰＢ商品

を作りたくてそちらに声をかけたのだけど、実は某社ともやっているのですってね。じゃ、うちはい

いですわ」というのも経験としてはありました。 

ですので、危険なやり方かもしれませんが、ある程度、話があったらすぐ出していくというやり方

ではなくて、そこは一定程度みんなで話をして、より地域にとって波及効果の大きい出口（提携先）

はどこなのかという目利きも必要かと思います。 

ちょっとずれましたが、実績を上げるには仕掛けが必要です。 

地元企業等がきちんと会津地域の中でものづくりに取り組めば、行政としては出口まで後押しをし

ます。行政としても一度仕掛けをしたら一定程度責任は取りますよ、その責任の取り方としては、出

口としてしっかりした企業を皆さんの前にお呼びして、皆さんが商談できる機会まで作ります。です

から、皆さん、一緒にやってみませんかという仕掛け（誘導）です。 

取り組みを始めて、企業交流会をやるごとに、その企業のデータというのは我々の方で顧客データ

として蓄積していますが、最初は会津地域全体で 30社くらいの参画しかなかったのですが、今は 244

の農家さんなり加工業者がこの取り組みに参画をしています。ですから、今度、企業交流会をやりま

すよといえば、その 244の企業にはメールなりファックスで一度に同時発信をして、テーマはこうで

す、求めている商品はこうです、ということで必ず 244の企業にはいろんなデータを出すようにして

います。単純に物売りだけをやるわけではなくて、経済産業省の補助金をもらって、人材育成事業に

も取り組んでいます。ですから既存商品だけで売った買ったではなくて、しっかりした商品を作るた

めには衛生管理の問題も必要ですし、付加価値のある商品作りもしなければいけないので、そういっ

た人材育成セミナーをしながら、付加価値の高い商品を作ってもらって、それをしっかりした出口で

ある企業に売る。そして、より多くの外貨を稼いでくる。それで得られた外貨でもう一回設備投資な

り雇用なり生産というふうに循環をしてもらって、冒頭申し上げた会津地域の域際収支というものを

改善して、なんとか地域を活性化させていきたいという取り組みをしています。 

実績  
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成果の一例ですが、把握できる数字としてでしかないのですが、我々循環協議会で首都圏企業を呼

び、地元企業が商談をして契約を結んだもの、さらにはイベントなどを組んだ結果として、トータル

で 6,800万円くらいの実績を得ています。 

 

       

     

  そういった背景の中で危機感を持って、幸運にも産業連関表という根拠を示すものに出会って、こ

ういったものに出会ったからこそですが、実際は「皆さんにやりましょう」ではなかなかやれないと

思います。最後に申し上げたいのは、企業とか、他の市町村さんもそうですが、「言いだしっぺ」で仕

事をやっていく時には、世の中どんどん変わってきているので、なんでこんな取り組みをしなければ

いけないのかということを、より数字を含めて具体的に言って、「目的はこういうふうにして、この目

的を達成するためにこういう事業をやるとこういう数字が出ますよ」ということを、できる限り数字

で説明していくことだと思います。予算を取るにも補助金を組むにも、「実際どれだけ効果があって、

税収としての跳ね返りがあるの」という話になると思います。ですから、推計でも構わないと思うの

で、なるべく数字で説明して取り組んでいくということが一番のキーになると思います。ただ、危険

なのは数字で一度言ってしまうと、達成できなかった場合については、「申し訳ありません」というよ

うな話もしなければいけないところがあるので、そこは上手にやっていってほしいと思います。我々

は幸運にも成果については、目標の数値を上回ることができているので、「じゃ、やるか」という話に

なっていますが、発足から５年間で地域の逆転現象を是正して、280 億もの収入を得られるような産

業にしていきましょうという大きな旗を揚げていますので、残り数年しかなくて 280億の収支が見直

せるのかなと多大な不安はあります。いずれにしても 5年間でそういった地域の逆転現象、いわゆる

他で買ってきてここで消費しているのではなくて、「地域で作って消費・販売していくという割合を今

の 30％から 50％くらいまで上げるだけで、280億の経済効果がありますよ」というのが推計できるの

で、それを目指して頑張りましょうといってやっていますので、なんとか残り 3年で 50％まで引き上

げて目的を達成して万歳というふうにしたいなと思っています。 

 

課題解決策とこれからの展望（数値目標の設定等）  


