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第１編 序 論 
 

第１章 計画策定の背景 

21 世紀を迎えた今、私たちを取り巻く環境は大きく変化しています。合併が必要

とされる社会的背景として、以下の点があげられます。 

 

１ 総人口の減少と少子・高齢化の進行 

わが国では、平成７年にはすでに生産年齢人口が減少に転じていますが、平成

18 年以降は総人口も減少することが予測されています。また、昭和 60 年頃から

少子・高齢化が急速に進行し、年少人口（０～14 歳）比率が 15％を下回るととも

に、老年人口（65 歳以上）比率が 20％に達しつつあります。 

こうした人口構造の変化に対応した行政体制づくりが求められています。 

 

２ 日常生活圏の拡大と広域的行政課題の増大 

モータリゼーションの進展や情報網の発達等により、住民の生活圏や企業の経

済活動圏は市町村の行政区域を越えて拡大しています。また、環境問題や介護、

産業振興など、市町村の区域を越えて広域的に対応すべき行政課題が近年急速に

増えてきています。こうした生活圏・経済圏の拡大や、広域的行政課題の増大に

対応した行政体制づくりが求められています。 

 

３ 景気動向と財政状況 

国と地方を合わせた長期債務残高は、平成 14 年度末には約 705 兆円に到達する

など、わが国の財政は危機的状況にあるといわれています。また、長引く不況に

より、経済活動が低迷し、その結果、税収も伸び悩んでいます。 

そのため、国は、地方交付税や国庫補助負担金を削減して歳出抑制を進め、代

わりに一定の税源を国から地方に移譲しようとする、いわゆる三位一体の改革に

よる抜本的な見直しを図ることを打ち出しています。さらに、地方公共団体にお

いては、自主財源を確保し続けることは難しくなってきており、これまで以上に

行財政基盤を充実強化し、自治体としての政策形成能力を高めることが求められ

ています。 
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第２章 合併の必要性と効果 

１ 合併の必要性 

わが国の社会構造上の変化をふまえ、会津若松市・北会津村両市村における合併

の必要性を考えると、以下の５点となります。 

 

(1)人口構造の変化への対応の必要性 

両市村においては、総人口が平成７年の約 12.7 万人をピークに、減少傾向に転

じるとともに、少子・高齢化が全国平均よりも急速に進んでおり、平成 12 年には

老年人口が 20.0％に達しています。 

こうした動向は、高齢者単独世帯や要介護者の増加のほか、人口構造の急激な

変化による現役世代の負担増、地域社会の活力の低下など、さまざまな影響をも

たらすものと考えられます。 

そうした中で、今後も本地域が発展し、住民が安心して暮らすためには、これ

まで以上に地域が一体となって活性化策に取り組み、行財政基盤の充実強化を図

ることが必要です。 

 

(2)生活行動圏の飛躍的拡大への対応の必要性 

会津若松市は、会津地方の中心都市です。北会津村からは、食料品購買商圏と

しては 70％程度、通勤圏としても 50％近く会津若松市への流出があり、近年、両

市村の生活行動圏の一体化はますます進んでいるといえます。こうした生活実態

に即した一体的なまちづくりを行うために、合併による行政区域の再編が求めら

れます。 

 

(3)広域的な行政課題への対応の必要性 

産業振興や環境問題、介護保険など、市町村の区域を越えて広域的に対応すべ

き行政課題が近年急速に増えてきています。こうした行政課題に対応する上では、

広域的な視点から規模のメリットを活かすことが大切です。特に、産業振興の面

では、全国での地域間競争に打ち勝ち、地元での雇用の確保・創出に努め、若者

が定着するまちづくりを進めることにより、地域を活性化させていくことが必要

です。こうした状況に対応するためにも、市町村合併による地域の一体化を図る

ことが重要となっています。 
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(4)自治能力向上の必要性 

小さな自治体では、職員数も少なく一人ひとりが抱える業務量も多岐にわたり、

高度な住民サービスが行えない場合もありますが、住民ニーズが多様化・高度化

するなか、専門職員や専任職員、専任組織を配置し、高度な住民サービスが行え

るよう、両市村の合併により、自治体規模を拡大し、自治能力の向上を図ること

が求められます。 

 

(5)効率的な財政運営の必要性 

市町村は、住民のための基礎的自治体として、同一の行政サービスや事務を行

っています。また、公共施設への投資に対する基礎的単位となっているため、現

実には、一部で類似施設への重複投資がみられる地域もあります。両市村の合併

は、隣り合う市町村の行政サービスや事務の一体化を図り、重複投資を避け、効

率的な財政運営を図るために、重要であるといえます。 

 

 

２ 合併の効果 

会津若松市・北会津村両市村の合併の効果を分野別にみると、以下の通りです。 

 

(1)住民の安全・安心な生活の確保と利便性の向上 

交通安全・防犯・消防・災害対策・環境保全などは、単独の市町村で対応する

には限界があり、合併により、より効率的かつ効果的な行政サービスの提供が期

待できます。また、住民の生活行動範囲に応じた広域的かつ均一的な行政サービ

スの提供が可能となります。 

 

(2)福祉サービスの向上 

両市村の既存施設の相互利用が可能になることにより、サービスの選択肢が広

がります。また、それぞれの市村には無かった新たな福祉サービスや時代の変化

に応じた福祉サービスの提供が可能となります。 
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(3)産業振興 

農業においては、農産物のブランド化の推進や、グリーンツーリズムなどの観

光農業との融合など、効果的かつ効率的な施策展開が図られます。 

観光面では、両市村の観光素材の有機的な融合や新たな観光素材の開拓が可能

となります。 

また、合併を契機として、様々な産業の資源の融合を活発化させることにより、

新規産業の創出が期待できます。さらに、既存の社会資本の有効活用が可能であ

り、周辺環境との調和が図られるような地区においては、企業誘致を図ることが

可能となります。 

 

(4)生活基盤の向上 

道路や公共交通網、上下水道などの生活基盤や情報基盤は、一つの自治体とし

て整備を行うことにより、効率的かつ住民の実生活に合った効果的な整備が図ら

れます。また、新たな公共施設建設についても同一施設の重複が避けられ、適正

な配置が可能となります。 

 

(5)教育・文化の向上 

学校教育においては、現在も各種の地区予選が同一の枠組みで開催されていま

すが、行政区域が同一になることにより、学校間の交流も一層促進されます。 

また、両市村の文化や価値観が再認識され、保存・継承が促進されるとともに、

互いの文化や価値観を尊重しながら融合していくことにより、新たな文化や価値

観が創造され地域の活性化が期待できます。 

さらに、両市村の生涯学習施設などの利活用により、住民ニーズに合った生涯

学習メニューの提供や、住民の交流が図れます。 

 

(6)行財政の改革 

行政組織のスリム化や行政コストの削減が推進され、地方交付税制度の見直し

が予定されている中でも、自立できる財政基盤の確立を図ることが可能となりま

す。 

また、生活圏をともにする地域が互いに役割（機能）分担をして、効率的なま

ちづくりを進めていくことで、よりよい住民サービスが期待できます。 
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第３章 計画策定の目的と方針 

本計画は、以下の目的と方針に基づき策定します。 

 

１ 計画の目的 

本計画は、市町村の合併の特例に関する法律第 5条第 1 項に基づく市町村建設

計画であり、会津若松市・北会津村両市村の合併に伴い、両市村の速やかな一体

性の確保を促し、住民福祉の向上と新市全体の均衡ある発展を図る基本計画です。 

事業に関しては、新市の建設の根幹となるべき主要事業や特徴的な事業を掲載

するものでありますので、必ずしもすべての行政分野(事務事業)についての計画

を策定するものではありません。 

なお、計画策定以降の社会経済情勢や財政状況等の変化により、本計画の変更

の必要性が生じた場合には、新市において本計画を変更することとなります。 

 

２ 計画の構成 

この計画は、新市を建設していくための基本方針と、その基本方針を実現する

ための主要施策、公共施設の適正配置と整備、財政計画を中心に構成します。 

 

３ 計画の期間 

本計画の期間は、平成 16 年度から平成 26 年度までの 11 年間とします。 

 

４ 計画策定の方針 

(1) 新市建設計画の基本方針を定めるにあたっては、将来を展望した長期的視

野に立つものとします。 

(2) 新市建設計画は、新市合併ビジョンを基本とし、幅広い年代層からの意見

を反映するため「住民アンケート」を踏まえるなど、住民参加を積極的に図

りながら策定します。 

(3) 公共施設の統合整備計画については、住民生活に急激な変化を及ぼさない

よう地域バランスなどを十分考慮し、さらに財政状況に配慮しながら策定し

ます。 

(4) 財政計画については、現在、三位一体の改革により地方交付税や国庫補助

負担金が抜本的に見直されており、歳入の予測が不透明であることから、一

定の条件設定のもとに、健全な財政運営が行われるよう策定します。 
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 (5) 行財政改革推進の観点から、「会津若松市行財政再建プログラム」及び「北

会津村行政改革大綱アクションプログラム」の内容を反映しながら策定しま

す。 

 

５ 両市村の総合計画との関係 

新市建設計画においては、両市村それぞれがめざすまちづくりの方向性をふま

え、両市村の一体化を図ることが重要です。そこで、まちづくりの最上位計画で

ある両市村の総合計画（第五次会津若松市長期総合計画・北会津村第４次振興計

画）の内容と方向性を十分に尊重し、一定程度、編入される北会津村の振興計画

の実現に配慮しながらも、両市村を一体的な地域とみて、新市をともに築いてい

く計画を策定していきます。 

なお、新市の基本構想及び総合計画の策定時には、本計画を尊重し、その趣旨・

内容を配慮した形で審議することとし、併せて、新市全分野に及ぶ事務事業等に

ついてもその際に検討･審議することとします。 
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第２編 新市の概況 
 

第１章 位置・地勢・気候 

新市は、福島県の西部、会津盆地の東南に位置し、東は全国３位の面積を持つ淡

水湖、猪苗代湖を境とし、南は渓流や山岳などの豊かな自然に恵まれた芦ノ牧温泉

があり、布引山、大戸岳を境とした諸山岳が壁をなし、西は宮川を境に新鶴村、会

津高田町と接しています。東西が約 18ｋｍ、南北が約 25ｋｍと南北に細長い地形と

なっています。総面積は約 343ｋ㎡です。また、新市を南北に総流域面積約 7,710

ｋ㎡の阿賀野川水系の阿賀川が流れており新潟県を経て日本海に注いでいます。 

気候は、年平均気温約 11℃、年間降水量約 1,200ｍｍとなっており、内陸盆地特

有の気候を示し、夏期は太平洋に近い気候で蒸し暑く、冬期は日本海側の気候で、

好天が少なく降雪量が多くなっています。 

 

■新市の位置 
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第２章 人口・世帯 

１ 人口と世帯 

平成 15 年の両市村の人口は 124,305 人で、平成７年をピークとして、以後、減

少に転じています。 

また、世帯数は 45,691 世帯、１世帯当りの人口は 2.72 人で、年々核家族化が

進行していることがうかがえます。 
 

■人口と世帯の推移                           単位：人、世帯 

区  分 昭和 55 年 昭和 60 年 平成 2 年 平成 7 年 平成 12 年 平成 15 年

総 人 口 121,529 125,287 126,591 127,292 125,805 124,305

世 帯 数 37,323 39,493 41,188 43,699 45,134 45,691

１世帯当りの人員 3.26 3.17 3.07 2.91 2.79 2.72

県 人 口 2,035,272 2,080,304 2,104,058 2,133,592 2,126,935 2,111,889

県 世 帯 数 550,442 574,968 606,936 653,814 687,828 708,116

１世帯当りの人員(県) 3.70 3.62 3.47 3.26 3.09 2.98

 

２ 年齢３区分別人口 

平成 15 年の年齢構成をみると、年少人口比は 15.5％、老年人口比は 21.6％と

なっており、その推移から、少子高齢化がますます進んでいるといえます。 
 

■年齢３区分別人口の推移                        単位：人、％ 

区  分 昭和 60 年 平成２年 平成７年 平成 12 年 平成 15 年 
平成 15 年

（県） 

年少人口（0～14 歳） 26,562 24,857 22,770 20,528 19,352 320,372

割 合 21.2 19.6 17.9 16.3 15.6 15.2

生産年齢人口（15～64 歳） 84,240 83,985 82,856 80,081 78,130 1,330,921

割 合 67.2 66.4 65.1 63.7 62.8 63.0

老年人口（65 歳以上） 14,485 17,749 21,666 25,196 26,823 460,596

割 合 11.6 14.0 17.0 20.0 21.6 21.8

＊100％調整を実施している。 



 

9 

３ 就業人口 

平成 12 年の就業人口は 61,747 人です。産業分野別の内訳は、第１次産業就業

割合が 6.1％、第２次産業就業割合が 30.8％、第３次産業就業割合が 63.1％とな

っており、年々第１次、第２次産業就業割合が減少し、代わって第３次産業就業

割合が増加する傾向となっています。 

 

■産業別就業人口の推移                          単位：人、％ 

区  分 昭和 60 年 平成２年 平成７年 平成 12 年 
平成 12 年 

（県） 

就 業 人 口  63,057 64,705 65,206 61,747 1,060,924

第 １ 次 産 業 6,249 5,294 4,370 3,776 102,115

割 合 9.9 8.2 6.7 6.1 9.6

第 ２ 次 産 業 20,625 21,142 20,460 19,026 368,425

割 合 32.7 32.7 31.4 30.8 34.7

第 ３ 次 産 業 36,183 38,269 40,376 38,945 590,384

割 合 57.4 59.1 61.9 63.1 55.7

＊分類不能の産業は第３次産業に含め、100％調整を実施している。 
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第３編 新市建設の主要課題 
 

第１章 住民ニーズに沿った施策の展開 

新市建設に向けて、まちづくりの方向性を定めるため、「会津若松市と北会津村の新

しいまちづくりと合併についての住民アンケート調査」（配布数6,000票、回収数2,076

票、回収率 34.6％）を実施し、住民ニーズを調査しました。 

１ 合併に期待すること（メリット）と心配なこと（デメリット） 

アンケート調査では、合併すると仮定した場合に期待できること（メリット）とし

て、「市長・村長等の特別職、議員の人数の減少による人件費の削減」が最も多くあ

げてられています。 

そのほかには、「大きな組織を活かした、福祉・教育分野でのきめこまかな行政サ

ービスの提供」や「道路・橋梁の整備及びバス等の広域公共交通体系の確立」、「『会

津』をブランドとして活用することによる、知名度、競争力の向上」があげられてい

ます。 

なお、「期待できることがない」という意見も多くあげられていました。 

 

合併すると仮定した場合に期待できること（複数回答） 
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21.2%

20.7%

56.7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

市長・村長等の特別職、議員の人数の
減少による人件費の削減

期待できることがない

大きな組織を活かした、福祉・教育分野
でのきめこまかな行政サービスの提供

道路、橋梁の整備及びバス等の
広域公共交通体系の確立

「会津」をブランドとして活用すること
による、知名度、競争力の向上
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39.8%

35.1%

24.9%

15.1%

62.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

行政サービスが低下したり、料金、
税金が上がったりするのではないか

合併後の中心地域と周辺地域の
格差が拡大するのではないか

きめ細かなサービスが受けにくく
なるのではないか

役所、役場を含め、公共施設の利用
などが不便になるのではないか

住民感情にわだかまりが
生じるのではないか

36.2%

19.8%

11.0%

45.3%

46.2%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

情報提供、情報共有を通じて、住民の
声を吸い上げる努力をする

地域間の格差が生じないように、
計画的に事業を行う

住民サービスに関する計画
をしっかり立てていく

地域性が残せるよう、地名、学校名、
施設名などに十分な配慮を行う

自主的な地域コミュニティ
づくりの支援を積極的に行う

 

合併すると仮定した場合に心配すること（デメリット）としては、「行政サービス

が低下したり、料金、税金が上がったりするのではないか」が最も多くあげられてい

ます。次いで「合併後の中心地域と周辺地域の格差が拡大するのではないか」、「きめ

細かなサービスが受けにくくなるのではないか」などが続いています。 

また、合併への心配の解消のための手段としては、「情報提供、情報の共有を通じ

て、住民の声を吸い上げる努力をする」、あるいは「地域間の格差が生じないように、

計画的に事業を行う」、「住民サービスに対する計画をしっかり立てていく」などがあ

げられています。 

 

合併すると仮定した場合に心配すること（複数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合併への心配解消のための手段（複数回答） 
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24.5%

21.8%

17.0%

12.1%

10.5%

4.2%

9.9%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

人が輝き、安全で安心・
便利な暮らしに会えるまち

活力ある産業に会えるまち

美しさと住みやすさに会えるまち

人を育み、心を大切にする
学びに会えるまち

希望に満ちた保健・
福祉サービスに会えるまち

パートナーシップのまち

無回答

49 .3%

47 .4%

32 .4%

30 .0%

29 .9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

役 所・役場の 機構組織、 意識改革

高齢者福 祉の充実

少子 化対策、保 育の充実

学 校教育、施 設の充実

自然、 水環境保全 策の充実

２ まちづくりの方向性 

両市村の総合計画（会津若松市第５次長期総合計画・北会津村第４次振興計画）

を反映させて設定をした、合併した場合のまちづくりの方向性については、アンケ

ート調査では「人が輝き、安全で安心・便利な暮らしに会えるまち」という分野、

すなわち、生活環境の充実が優先順位の最も高いものとしてあげられています。 

また、2 番目には「活力のある産業に会えるまち」があげられていますが、これ

に対する施策としては、「重点的に取り組むべきと思われる事業」の中で、会津若松

市では「観光活性化策の充実」、「地場産業（伝統産業）の振興推進」、北会津村では

「農業振興策の充実」が対応しています。次に、3 番目には「美しさと住みやすさ

に会えるまち」があげられていますが、会津若松市では「自然、水環境保全策の充

実」、北会津村では「道路や橋の新設、整備」が対応しています。 

  

将来のまちづくりの方向性の優先順位 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重点的に取り組むべきと思われる事業（両市村合計） 
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52.9%

48.4%

32.7%

31.6%

30.0%

30.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

役所・役場の機構組織、意識改革

高齢者福祉の充実

少子化対策、保育の充実

観光活性化策の充実

地場産業（伝統産業）の振興推進

自然、水環境保全策の充実

35.4%

34.1%

32.1%

31.9%

44.2%

45.9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

高齢者福祉の充実

役所・役場の機構組織、意識改革

農業振興策の充実

学校教育、施設の充実

少子化対策、保育の充実

道路や橋等の新設、整備

重点的に取り組むべきと思われる事業（会津若松市） 

 

 

 

 

 

 

 

重点的に取り組むべきと思われる事業（北会津村） 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２章 主要課題 

１ 課題の整理 

アンケート調査の結果、合併への期待と懸念から導き出される課題としては、行政

経費の効率化、行政サービスの充実、広域的行政課題の解消、産業の振興、住民負担

の公平性の確保、地域間格差の解消などがあげられ、また、まちづくりの優先順位と

しては、生活環境の充実、産業の振興、都市生活基盤の整備などの順となっています。 

２ 課題への対応 

新市では、こうしたアンケート調査の結果を踏まえ、合併のメリットを最大限に活

用し、課題を一つひとつ解決しながら、合併後の速やかな一体感の醸成と均衡ある発

展を目指す取り組みが求められています。 

そのため、組織機構や職員の意識改革など、行財政改革をより一層進めながら、行

政サービスを充実し、観光や農業などの産業の活性化に努めるとともに、雇用の創出

を図り、住民との協働によるまちづくりを推進することが必要です。 
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第４編 新市建設の基本方針 
 

第１章 新市建設の基本目標 

新市は、美しい山々に囲まれた「ふるさと空間」会津盆地の中央に位置し、

多くの先人によって築かれてきた長い歴史と文化の中に最先端技術が共存し、

また、県内屈指の農業地帯を抱える会津地方の中心都市です。 

これからも、この素晴らしい歴史と文化、自然と最先端技術を融合させ、共

生しながら、この資源を最大限に活用するまちづくりを進めます。 

そこで、本計画では、新市の基本目標を『会津ブランドをいかしたまちづく

り』と定めます。 
 

■新市の基本目標 

 

 

 

会津ブランドとは、「会津ならではの誇れるもの」であり、「他地域に通用

するもの」を意味します。 

この郷土には、歴史・文化・自然などに代表されるような有形無形の財産が

ありますが、それらを活かし産業や教育、暮らしや環境、医療や福祉など、あ

らゆる分野において「会津ブランド」を活かし、また、新たに創り出していく

ことが必要であり、合併によって更なるブランド力の強化が期待されています。 

そこで、両市村の合併を契機に、恵まれた歴史的資源や観光資源を活かした

まちづくりを推進することにより、交流人口の増加に努めます。 

また、地元の豊富な農業資源を積極的に活用したまちづくりを推進すること

により、農業の活性化に努めます。 

さらに、歴史・観光・農業などの多彩な地域資源にＩＴ（情報技術）を活用

したまちづくりを積極的に推進することにより、産業の活性化に努めます。 

これらの取り組みを進める上においては、何よりも住民と行政のパートナー

シップが不可欠であることから、住民と行政が互いに手を携える協働のまちづ

くりを積極的に展開します。 

その結果として、雇用の創出や若者の定着により地域経済の活性化が図られ、

ひいては地域住民の福祉の増進につながっていくものと確信します。このこと

こそが、会津若松市と北会津村の合併がめざす目標となっています。 

『会津ブランドをいかしたまちづくり』
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第２章 新市建設の基本姿勢 

合併後の速やかな一体性を図るための基本姿勢として、以下の４つの視点を掲げ

ます。 

 

 （１）魅力的で活力に満ちたまちづくり 

  両市村の特性を伸ばし、課題の改善・克服につながる合併が求められます。 

そこで、新市は、両市村の個性と価値観を尊重し、融合することにより、両

市村に住む人だけではなく、外から来る人にとっても、魅力的で活力に満ちた

まちづくりをめざします。 

 

 （２）付加価値の高い地域資源の創造を図るまちづくり 

両市村の「会津ブランド」は、合併により更なるブランド力の強化が期待さ

れます。 

そこで、新市は、両市村の「会津ブランド」を共有・尊重・融合することに

より、相乗効果を発揮させ、より付加価値の高い地域資源の創造を図るまちづ

くりをめざします。 

 

 （３）会津地方の中心的な役割を担うまちづくり 

両市村は、会津盆地の中央部にあり、阿賀川をはさんで位置する恵まれた立

地にあります。 

そこで、新市は、阿賀川を包括し、会津地方の中心として、行政の枠組みを

先行形成することにより、産業・交通・教育・文化などの中心的な役割を担う

まちづくりをめざします。 

 

 （４）強固な行財政基盤の確立と住民と行政の協働によるまちづくり 

多様化、複雑化する行政課題を解決し、住みよく誇れるまちを築くためには、

住民と行政が協力して行政施策を推進することが必要です。 

そこで、新市は、行財政運営の効率化などにより、強固な財政基盤の確立を

図るとともに、住民と行政が情報を共有し、互いの役割を認識しながら、とも

に手を携える協働のまちづくりをめざします。 
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～会津ブランドをいかしたまちづくり推進のために～ 

地域資源活用型地域振興活性化策 

農業資源の

活用 
ＩＴ（先端技

術）の活用

観光資源の

活用 

・観光農園の拡大 

・会津産コシヒカリの

ブランドの確立 

・地産地消の推進 

・グリーンツーリズム

（農業体験型） 

・会津大学（知的資源）

との連携 

・ベンチャー企業の

発展、新規創出 

・ＩＴ産業拠点化の推

進 

・農業・地場産業との

融合 

・歴史・文化・自然資

源の再興 

・まちなか観光の推進

・広域化（テーマパー

ク）の中核 

住民と行政のパートナーシップの確立・ 

人づくりの推進 

国・県への要望活動（道路交通体系の整備）

地域の活性化（雇用の創出・若者定着） 

地 域 住 民 の 福 祉 の 増 進 
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～会津地域の中心的な役割を担うためのまちづくり（例：道路交通体系の整備）～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会津本郷町

    
 

 
 

 

会
津
高
田
町 

   河東町 湯川村 

  会津坂下町 

 
 

  
 

新
鶴
村 

 

 

 

  下郷町 

国道４９号

広域農道 

磐越西線 

（主）会津若松

三島線

只
見
線 

会津鉄道

国
道
１
１
８
号
バ
イ
パ
ス 

東部幹線

西部幹線

国道４０１号

磐越自動車道 

（
主
）
会
津
若
松
裏
磐
梯
線 

北
会
津
地
域

若松

市街地 

阿
賀
川 

藤室鍛屋敷線 
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第３章 主要指標の見通し 

１ 人口 

新市の人口は、平成 22 年に約 120,000 人、平成 27 年に約 116,000 人となり、

減少する見通しです。特に、65 歳以上の占める割合の増加が著しく、平成 27 年

には高齢化率が 26％に達すると推計されます。 

そのため、合併により、さらなる地域の活性化を図り、人口の減少を抑制する

必要があります。 

※両市村の長期総合計画の目標人口(平成23年～24年)：122,000人～126,000人 

（会津若松市第五次長期総合計画・北会津村第４次振興計画） 

 

２ 世帯数 

新市の人口は減少すると推計されていますが、核家族化の進行により、世帯数

については、平成 27 年に約 47,600 世帯になる見通しです。 

 

３ 就業人口 

現在の就業率を維持すると仮定すると、就業人口は、平成 27 年には約 57,000

人になると見込まれます。第１次、第２次産業は減少し、第３次産業の就業人口

は増加すると推計されます。 

 

人口等の見通し 

（人） 127,292 125,805 123,765 120,420
116,104

56,98659,10460,74661,74765,206

47,58447,03946,18145,13443,699

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

平成７年 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年
0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

総人口 就業人口 世帯数
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■主要指標の見通し                         単位：人、％、世帯 

区 分 平成７年 平成 12 年 平成 17 年 平成 22 年 平成 27 年

総 人 口 127,292 125,805 123,765 120,420 116,104

年少人口(0～14 歳) 22,770 20,528 19,047 17,991 16,982

割 合 17.9 16.3 15.4 14.9 14.6

生産年齢人口(15～64 歳) 82,856 80,081 77,263 73,887 68,979

割 合 65.1 63.7 62.4 61.4 59.4

老年人口(65 歳以上) 21,666 25,196 27,455 28,542 30,143

年

齢

別

人

口 

割 合 17.0 20.0 22.2 23.7 26.0

世 帯 数 43,699 45,134 46,181 47,039 47,584

１世帯当り人員 2.91 2.79 2.68 2.56 2.44

就 業 人 口 65,206 61,747 60,746 59,104 56,986

第１次産業就業人口 4,370 3,776 3,341 2,896 2,450

割合 6.7 6.1 5.5 4.9 4.3

第２次産業就業人口 20,460 19,026 18,315 17,406 16,384

割合 31.4 30.8 30.2 29.4 28.7

第３次産業就業人口 40,376 38,945 39,090 38,802 38,152

産

業

別  

割合 61.9 63.1 64.3 65.7 67.0

＊平成 7年と平成 12 年については、国勢調査の実績値で、平成 17 年からは推計値となっています。 
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第４章 施策展開の方向性 

基本目標の実現をめざし、以下の６つの施策の柱を定めます。 

 
 

 

 

 

 

豊かな自然との共生はもちろん、すべての人々が尊重され、男女がより良いパー

トナーとして共生し、個性や能力を発揮できるまち、すべての住民が安全で安心し

て暮らせるまちが新市住民の共通の願いです。 

そこで、男女が一人の人間として互いに尊重され認め合う中で、自分らしく生き

ることができる男女共同参画を推進していきます。また、住民との連携のもと、あ

らゆる災害に強いまちづくりや防犯対策、交通安全対策を推進し、安心して生活で

きる環境づくりに努めるとともに、循環型社会の形成をめざし、廃棄物の減量化・

資源化の促進や、環境保全・環境美化活動の活発化を図ります。 

さらに、便利なまちづくりに向けて、広域的な行政サービスの提供体制の充実を

図ります。 

 

 

 

 

 

 

少子高齢化の進展に伴い、核家族世帯や高齢者のみの世帯が増加しており、住民

が健康で互いに助け合い、だれもが安心して、暮らすことのできるまちづくりの必

要性が高まっています。 

そこで、新市は、乳幼児から高齢者まで、すべての住民が健康で明るく、希望に

満ちた暮らしができるよう保健・医療・福祉・介護の充実と連携強化に努めます。 

 

 

 

＜施策の柱 １＞ 

人人がが輝輝きき、、安安全全でで安安心心・・便便利利なな暮暮ららししにに会会ええるる

ままちちづづくくりり（（生生活活環環境境））  

＜施策の柱 ２＞ 

希希望望にに満満ちちたた保保健健・・福福祉祉ササーービビススにに会会ええるるままちち

づづくくりり（（保保健健・・医医療療・・福福祉祉））  
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新市の産業の振興に向けては、時代の変化に対応できる柔軟な経営感覚と、常に

新しいものに挑戦していく経営意欲を醸成しながら、国際競争や地域間競争を克服

し、継続的に発展していく産業を育成していく必要があります。 

そこで、新市では、歴史・観光・農林業などの多彩な地域資源の発掘・活用・融

合により、産業全体の魅力向上と各産業間の連携の促進を図るとともに、各産業を

担う人材の育成や創業・新分野進出への支援、企業誘致などを進め、雇用の創出、

若者の定着に努めます。さらには、地域の活性化を図ることによって、交流人口の

増加に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新市は、すべての住民が、美しい自然環境と調和しながら、日々の生活にやすら

ぎや潤い、住みやすさが感じられるよう、道路・公園などの都市基盤や上下水道な

どの生活基盤及び住環境の整備・充実に努めるとともに、自然やまちなみの景観に

配慮しながら、都市の核となる拠点施設の整備を図ります。 

また、住民生活や産業経済活動、都市間・地域間交流などの基盤となる都市交通

体系の再検討による整備、さらには、高度情報化社会に対応した情報通信基盤の整

備を推進します。 

 

＜施策の柱 ３＞ 

活活力力ああるる産産業業にに会会ええるるままちちづづくくりり  

（（産産業業振振興興））  

＜施策の柱 ４＞ 

美美ししささとと住住みみややすすささにに会会ええるるままちちづづくくりり  

（（都都市市基基盤盤）） 
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ゆとりと個性を尊重する教育、生きる力を育む教育へ向けて教育改革が進められ

るとともに、心の豊かさを実感できる生活の実現が求められています。 

新市では、国際的な視野にたって、これからの社会を担う子どもたちの育成を図

るとともに、子どもから高齢者まで、生涯を通じて学習し、豊かな交流が生まれる

まちづくりを進めるとともに、教育施設の整備を進めます。 

また、会津の伝統的な歴史や文化を継承し、会津の個性を活かして新たな文化を

創造するまちづくりを進めます。 

 

 

 

 

 

 
 

新市では、合併による行政コストの削減と財政措置の有効な活用を図りながら、

行財政の効率化による財政基盤の確立を図ります。また、両市村の公共施設の有効

活用による効率的なまちづくりを推進します。 

さらに、今後の地方分権の進展などに対応するため、職員の能力向上を図る一方、

まちづくりにおいては、地域コミュニティ活動などのさらなる振興に努めながら、

住民と行政の協働や役割分担を図ります。 

そして、「会津ブランドをいかしたまちづくり」を推進し、会津地域の活性化を図

ります。 

  

＜施策の柱 ５＞ 

人人をを育育みみ、、心心をを大大切切ににすするる学学びびにに会会ええるるままちちづづ

くくりり（（教教育育・・文文化化））  

＜施策の柱 ６＞ 

パパーートトナナーーシシッッププののままちちづづくくりり  

（（住住民民とと行行政政のの協協働働））  
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第５章 地域別の整備方針 

 

新市では、地理的な要因やまちづくりの展開の可能性から、地域を９のゾーンに

わけ、北会津地域をその一つと位置づけます。また、旧市村境周辺を、阿賀川を活

用した新市の一体化を図るための「阿賀川交流ゾーン」と位置づけます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北会津地域 

地域の将来像： みどりの田園景観のなかで、高付加価値型農業と良好な住環境が

調和して発展するまち 

整備方針： 北会津地域は、阿賀川と宮川の扇状地に広がる平坦な地形であり、全

地域ほ場整備の完了した広大な水田のなかに農村集落が点在する田園風

景が地域の特徴となっており、この大切な財産である「さと」風情の保

存に努めます。また、会津若松地域と一体的な都市圏を構成しつつある、

真宮新町地区の良好な市街地の形成や新たな住宅地の整備に努めるとと

もに、都市環境と農村環境との調和を図りながら、幹線道路網の整備や

上下水道の整備に努めます。 

会津若松地域 

整備方針： 会津若松地域は、第五次長期総合計画において、市内を「鶴ヶ城・中

心市街地周辺地域」「西若松駅周辺地域」「インターチェンジ周辺地域」「会

津総合運動公園周辺地域」「東山温泉・飯盛街道周辺地域」「会津大学周

辺地域」「芦ノ牧温泉・大川周辺地域」「猪苗代湖周辺地域」の８つの地

域に区分しており、「歴史・自然・文化がいきづく夢と活力のあるまち会

津若松」を目指して発展に努めます。 
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阿賀川交流ゾーン 

整備方針： 阿賀川交流ゾーンは、新市のシンボルである阿賀川を中心に広がって

おり、清冽な水と豊かな自然に恵まれています。今後、新橋梁や公園、

スポーツ・レクリエーション施設など、両市村の一体性の確立のための

整備を図ることにより、地域間の交流・融合に努めます。 

また、一年中水温の穏やかな湧き水に恵まれた沼や河川をすみかとす

る「イトヨ」や、清流に舞う「ゲンジボタル」が生息する恵まれた環境

を守りながら、新市における一体感醸成のためのイベントを行うなど、

新たな交流エリアとしての有効活用に努めていきます。 
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■地域別の整備方針図 
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第５編 分野別の施策・事業 
 

基本目標の実現のために、その基本的な施策体系を次のとおり構成し、総合的、計

画的に施策の展開を図ります。 

 

 

 

基本目標 基本姿勢 施策の柱 主要施策

美しさと住みやすさ
に会えるまちづくり

（都市基盤）

魅力的で活力に
満ちたまちづくり

希望に満ちた保健・
福祉サービスに

会えるまちづくり
（保健・医療・福祉）

①安全な暮らしの確保
②環境にやさしい都市づくりの推進
③いきいき地域社会づくりの推進
④広域的な行政サービスの推進

①農林業の振興
②体験・滞在・周遊型観光の振興
③新規産業の創出
④企業誘致の促進
⑤既存産業の活性化

活力ある産業に
会えるまちづくり

（産業振興）

人が輝き、安全で
安心・便利な暮らし
に会えるまちづくり

（生活環境）

会
津
ブ
ラ
ン
ド
を
い
か
し
た
ま
ち
づ
く
り

①道路体系の構築
②公共交通網の整備
③主要公共施設の整備
④住宅・都市環境の整備
⑤上下水道の整備
⑥高度情報化の推進

強固な行財政基盤
の確立と住民と行
政の協働による

まちづくり

会津地方の
中心的な役割を
担うまちづくり

付加価値の高い
地域資源の創造を
図るまちづくり

①まちぐるみ健康づくりの推進
②きめ細かな福祉サービスの推進
③保健・福祉の基盤整備
④医療体制の充実

①幼児教育・学校教育の充実
②生涯学習・生涯スポーツの推進
③新市の文化形成の推進
④地域間・地域内交流の促進

①信頼される行政の推進
②協働のまちづくりの推進

パートナーシップ
のまちづくり

（住民と行政の協働）

人を育み、心を大切
にする学びに会える

まちづくり
（教育・文化）
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第１章 人が輝き、安全で安心・便利な暮らしに会えるまちづくり 

 

１ 安全な暮らしの確保 

新市では、災害対策本部組織体制や消防団の体制など、これまで両市村で整備

してきた災害対策を一元化するとともに、全市的な自主防災組織の組織化を促進

しながら、災害対策の充実や救助体制の強化を図ります。 

また、防犯対策については、関係機関・団体と連携しながら住民意識のさらな

る啓発や防犯活動対策の強化を図ります。さらに、社会情勢の変化に対応した交

通安全対策の実施や総合的かつ計画的な道路交通環境の整備を推進します。 

 

２ 環境にやさしい都市づくりの推進 

新市では、全市的にごみの 3R 運動（リデュース～減量化、リユース～再利用、

リサイクル～再生利用）の啓発・実践活動を進め､一人ひとりが身近な環境問題か

ら地球環境の保全といった大きな問題までをともに考え、行動するまちづくりに

取り組みます。 

また、阿賀川の不法投棄の監視、ISO14001 の推進など、地球環境保全の取り組

み、新エネルギーの開発・活用など、環境保全対策を新市で一体的に進めるとと

もに、環境学習の機会の拡大など環境に対する意識の高揚を図り、住民主体の環

境にやさしいまちづくりを進めます。 

 

３ いきいき地域社会づくりの推進 

新市では、男女がともに性別にかかわりなく、その個性と能力を十分に発揮し、

あらゆる分野に対等に参画できる社会づくりをめざします。また、人々が互いに

人格を認め合える真のコミュニケーションづくりと重要性の高まるボランティア

活動の促進など、すべての人が持てる力を十分に発揮できる社会づくりをめざし

ます。 

 

４ 広域的な行政サービスの推進 

 新市では、旧市村の枠にとらわれず、各種証明や申請手続きなどの行政サービ

スを受けることができるように、既存の公共施設や情報インフラを活用しながら、

窓口サービスの拡大や利便性の向上に努めます。 
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施 策 名 主 要 事 業 

安全な暮らしの 

確保の推進 

消防施設整備事業 

交通安全施設整備事業 

雪害対策事業 

防雪柵整備事業 

道路安全施設整備事業 

環境にやさしい 

都市づくりの推進

ごみ減量化推進事業 

ＩＳＯ14001 推進事業 

公共用水域水質調査事業 

環境都市推進事業 

いきいき地域社会

づくりの推進 

市民活動支援事業 

男女共同参画推進事業 

地域支援ネットワーク事業 

広域的な行政 

サービスの推進 

広域イントラネット基盤整備事業 

住民基本台帳ネットワーク事業 

自動交付サービス事業 

戸籍電算化事業 

地域イントラネット基盤活用事業 
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第２章 希望に満ちた保健・福祉サービスに会えるまちづくり 

 

１ まちぐるみ健康づくりの推進 

新市では、保健センターの機能分担を図りながら、乳幼児から高齢者までの一

貫した健康づくりや、身近な地域での自主的な寝たきり予防や痴呆予防等の取り

組みを推進するとともに、住民の健康管理に関わる目標を設定し、目標達成をめ

ざした具体的な取り組みを推進していきます。 

また、健康づくりの達成目標を市民、地域、行政が共有しながら、各々の立場

からその役割を果たすことにより、より一層の健康づくりを推進していきます。 

 

２ きめ細かな福祉サービスの推進 

各種の福祉サービスは、新市の住民がともに充実したサービスを受けることが

でき、安心して暮らせる地域福祉の全市的な展開を図ります。そこで、少子化に

対しては、出産や子育てにおける総合的な少子化対策の推進、また、児童育成に

ついては、地域子育て支援機関への援助や地域社会活動の促進、保育施設や児童

館、こどもクラブ等の体制の充実に努めます。さらに、高齢者の福祉の増進を図

るため、臨時的かつ短期的な就業又はその他の軽易な業務に係る就業の機会を確

保し、組織的に提供するシルバー人材センターの事業を支援していきます。 

 

３ 保健・福祉の基盤整備 

新市の保健・福祉関連施設については、身近な地域で多様なサービスが受けら

れるよう既存施設の有効活用を図るとともに、住民ニーズを踏まえながら保健・

福祉施設の整備促進に努めます。 

 

４ 医療体制の充実 

地域医療体制については、高度医療機関の充実を促進し、身近な診療所と高度

医療機関との一層の連携を図るとともに、在宅療養者が安心して受診できる医療

体制の整備に努めます。また、救急医療体制については、夜間診療体制や救急医

療病院群輪番制の充実、休日・在宅当番医制度の充実に努めます。 

さらに、県立病院における医療・救急体制の充実について関係機関に要請をし

ていきます。 
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施 策 名 主 要 事 業 

まちぐるみ健康 

づくりの推進 

母子保健事業 

老人保健事業 

感染症予防事業 

健康まつり事業 

きめ細かな福祉 

サービスの推進 

身体障害者福祉事業 

知的障害者福祉事業 

精神障害者福祉事業 

老人福祉事業 

児童健全育成事業 

特別保育事業 

基幹型在宅介護支援センター事業 

放課後児童健全育成事業 

生きがいデイサービス事業 

保健・福祉の 

基盤整備 

湊町統合へき地保育所施設整備事業 

老人福祉施設整備支援事業 

統合保育所建設事業 

医療体制の充実 
夜間急病センター運営事業 

在宅当番医制事業 
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第３章 活力ある産業に会えるまちづくり 

 

１ 農林業の振興 

新市では、農業地域の一体化によるメリットを活かし、認定農業者、生産組織

等への農地の流動化と作業集積を進め、農業特区構想による新規就農者の受入れ

体制の整備などにより地域農業担い手の育成確保を図ります。また、市場動向を

踏まえた振興作物の生産拡大による産地確立と、有機農産物の生産、加工品の開

発等の高付加価値化を図るとともに、会津産コシヒカリなどのブランド化を推進

し、農産物の販売ルートの確立を図ります。 

さらに、安全、安心な農産物の生産による地産地消や環境にやさしい農業を推

進するとともに、生産者と消費者等の連携による地域内食料自給体制の確立と食

料の安定供給を進めます。       

グリーンツーリズムについては、これまでの中山間地域に加え、花きや果樹を

いかした平坦部における取り組みなど、両市村の資源を活かしながら、地域農業

の活性化はもとより、交流人口の増加にも努めていきます。 

加えて、農業の更なる振興を図るため、ほ場整備、用排水施設整備及び農道整

備など、農業基盤の整備について関係機関に要請をしていきます。 

 

２ 体験・滞在・周遊型観光の振興 

新市では、それぞれの歴史、文化、自然資源を再認識し、レベルアップを図り

（＝再興）、市街地における歴史観光やまちなか観光、北会津地域における観光農

業や自然観光の充実に努め、また、体験メニューの充実や地場産業との融合を図

ります。さらに、両市村及びそれ以外の地域との連携を図り、会津地域全体のテ

ーマパーク化（広域型・周遊型・滞在型観光）を推進し、その中核的な役割を担

います。 

 

３ 新規産業の創出 

新市では、会津大学や民間起業支援機関での先進的な取り組みをいかしながら、

創業支援の拠点を整備し、経営手法などを学ぶ創業塾や、異業種交流イベントな

どにより、創業に向けた情報提供や人材育成を図るとともに、融資制度の充実な

ど、創業・新分野進出への支援を図ります。また、農業や観光など各産業と有機

的に連携し、住民参加による地域産業の振興を図ります。 
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４ 企業誘致の促進 

新市は、会津地方の中心都市として、より一層の企業集積を進め、雇用の拡大

を図ります。そのため、土地の混在性が生ずることなく、既存の社会資本の有効

活用が可能であり、周辺環境との調和が図られるような地区においては、適正な

用途の配置を検討していきながら、企業誘致を図ります。 

 

５ 既存産業の活性化 

新市では、住民や観光客が買い物や散策を楽しめる魅力ある中心商店街を形成

するため、タウンマネジメント手法に基づき、調和のとれたまちなみ景観の形成

やライトアップ化、市街地再開発事業、公園・歩道・駐車場の整備など、機能的

な市街地整備を推進します。また、空き店舗などの SOHO 用オフィスとしての活用、

貸店舗提供など、賑わいにつながる取り組みを支援します。 

また、地場産業の振興を図るため、後継者の育成に努めるほか、就業機会の拡

大及び販路拡大など業界と一体となった取り組みを進めていきます。 

さらに、IT 関連産業の集積を図るとともに、現在立地している企業への支援策

の充実を図ります。 
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施 策 名 主 要 事 業 

農林業の振興 

新規就農者支援事業 

農業後継者対策事業 

認定農業者等組織支援事業 

稲作振興事業 

園芸振興事業 

森林整備事業 

担い手への農地流動化集積事業 

特別栽培農産物認証制度推進事業 

国営かんがい排水事業の支援 

基盤整備促進事業 

県単農村整備事業 

農業用使用済プラスチック適正処理事業 

体験・滞在・周遊型

観光の振興 

まちなか観光推進事業 

広域的観光推進事業 

デスティネーションキャンペーン 

フィルムコミッション推進事業 

温泉地域活性化推進事業 

グリーンツーリズム支援事業 

ホタル祭り開催事業 

新規産業の創出 
新事業創出促進事業 

IT 産業振興事業 

企業誘致の促進 企業誘致促進事業 

既存産業の活性化 

会津ブランド推進事業 

中心市街地活性化事業 

地場産業振興事業 

商工業振興事業 

商工業金融対策事業 
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第４章 美しさと住みやすさに会えるまちづくり 

 

１ 道路体系の構築 

新市住民の生活実態に即した道路体系を再構築するため、新たな交通計画を策

定し、環状道路やＩＣへのアクセス道路の整備を図ります。また、都市計画道路

や生活道路の整備・改良や、安全・安心な道路のための自歩道整備、中心市街地

やＩＣなどでの駐車場の整備・確保を進めるとともに、人にやさしい道路環境づ

くりに努めます。さらに、新ＩＣの設置や磐越自動車道の４車線化、高規格道路、

阿賀川の新橋梁の整備などを関係機関に要請していきます。 

 

２ 公共交通網の整備 

新市では、広域交通網の充実にむけ、磐越西線のスピードアップ化、フリー  

ゲージトレインの導入やミニ新幹線化など、既存の公共交通網の充実を関係機関

に要請し、公共交通インフラの充実を図ります。 

※フリーゲージトレイン：軌間可変列車。列車が走行中に自動的に台車の車輪間隔を変える列車のこと。 

 

３ 主要公共施設の整備 

新市では、新しい地理的条件に十分配慮しながら、既存の公共施設の役割分担

の見直しによる有効利用に努めます。また、総合運動公園など、新市の核となる

主要公共施設の充実に努めるとともに、阿賀川河川敷については、公園緑地とし

ての整備など有効利用を図り、さらに、スポーツ・レクリエーション施設やコミ

ュニティ施設、交流施設等の整備を図ります。 

 

４ 住宅・都市環境の整備 

新市では、良質な住宅と良好な住環境を住民の居住ニーズにあわせ的確に提供

するために、公営住宅の整備や、居住水準の高い民間賃貸住宅の供給支援を図る

とともに、土地区画整理事業などによる市街地の再整備や既存の宅地整備構想の

推進などを図ります。 

また、まちの美観や景観、さらには、防災の観点からも、花と緑や都市景観に

配慮した美しいまちづくりを推進します。 
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５ 上下水道の整備 

上水道については、未整備地区の解消を図るとともに、効率的な施設・設備の

整備により、安全で良質な水を安定的に供給できる体制の確立に努めます。 

一方、下水道については、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するた

め、公共下水道事業、農業集落排水事業、個別生活排水事業などにより、新市に

おいて総合的に下水道整備を推進していきます。 

 

６ 高度情報化の推進 

新市においては、光ファイバーケーブル網の活用を図りながら、地域ネットワ

ーク化をさらに推進します。 

  また、こうしたネットワークを利用して、情報通信技術を活用した新しい行政

サービスの提供やベンチャー企業支援、新規産業創出支援を行い、住民生活の利

便性の向上や地域経済の活性化を図ります。 
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施 策 名 主 要 事 業 

道路体系の構築 

都市計画道路会津若松駅中町線整備事業 

都市計画道路藤室鍛冶屋敷線整備事業 

都市計画道路稲荷山七日町線整備事業 

都市計画道路インター南部幹線整備事業 

市道幹Ⅰ-22 号線整備事業 

人にやさしいみちづくり歩道整備事業 

道路新設改良整備事業 

道路維持修繕事業 

西部幹線道路整備事業 

東部幹線道路整備事業 

新鶴インターチェンジ整備促進事業 

公共交通網の整備 

西若松駅整備事業 

市町村生活路線バス運行維持対策事業 

巡回バス整備事業 

主要公共施設の整備 

城南地区コミュニティセンタ－建設事業 

鶴城地区コミュニティセンタ－建設事業 

会津総合運動公園整備事業(陸上競技場等) 

大塚山墓園整備事業 

阿賀川河川敷公園緑地整備事業 

住宅・都市環境の整備 

市営住宅建設・維持補修事業 

高齢者向け優良賃貸住宅供給促進事業 

扇町土地区画整理事業 

景観形成事業 

花と緑推進事業 

三本松宅地整備関連事業 

上下水道の整備 

水道連絡管整備事業 

湊町統合簡易水道整備事業 

水道整備事業 

公共下水道整備事業 

個別生活排水事業 

農業集落排水事業 

高度情報化の推進 

広域イントラネット基盤整備事業 

電算システム整備事業 

電子計算機高度利用事業 

戸籍電算化導入事業 

総合行政ネットワーク基盤整備事業 

地域イントラネット基盤活用事業 
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第５章 人を育み、心を大切にする学びに会えるまちづくり 

 

１ 幼児教育・学校教育の充実 

幼児教育については、地域の教育資源を活用しながら、幼児のもつ無限の可能

性を引き出し、家庭と幼稚園等が十分な連携を図り、幼児一人ひとりの健やかな

発育を促していく教育環境の整備に努めます。また、幼児教育から小学校教育へ

の円滑な移行を図るため、幼稚園と小学校の連携を推進します。 

学校教育については、基礎・基本を重視したわかる授業、自ら学ぶ意欲やより

良く問題を解決する力を引き出す授業の充実を基本に据え、体験活動を活かした

豊かな心を育む教育の充実や家庭・地域との連携強化を図りながら、人権、環境、

福祉、情報、国際理解、郷土理解など、今日的な課題を積極的に採り入れた教育

を推進します。そのために、新市域をエリアとする教育活動の展開などによる地

域と一体となった学校づくりや、特色ある教育活動を実践するための教職員の指

導力の向上などに努めます。 

また、今日の著しい国際化の進展や急激な IT 技術の発展に対応するため、小学

校からの英語教育や IT 教育の指導強化を推進します。 

さらに、教育環境の充実を図るために、教育施設の整備に取り組んでいきます。 

 

２ 生涯学習・生涯スポーツの推進 

生涯学習・生涯スポーツについては、新市にあるすべての施設が利用できると

いう利点を活用して、施設ごとに役割分担を図るとともに、地域の拠点となる施

設整備に努め、メニューの充実や質の向上に努めます。 

また、関係機関や関係団体、大学などの高等教育機関との幅広い連携づくり、

生涯学習情報・生涯スポーツ情報の共有化を図るなど、住民との協働・参加のし

くみづくりを行い、全市的な推進体制の確立に努めます。 

  さらに、会津の特色をいかした生涯スポーツの拠点施設の整備について関係機

関に要請をしていきます。 
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３ 新市の文化形成の推進 

会津若松市、北会津村双方で受け継がれてきた個性ある文化を保存・継承する

とともに、それらを新市のまちづくりにおいて活用します。また、新市の自然、

歴史、文化や産業など、地域資源を活用しながら、住民が新たな文化・芸術を創

造する取り組みを促進します。 

 

４ 地域間・地域内交流の促進 

地域内住民の交流を促進するとともに、これまで両市村で実施してきた国際間

や地域間の姉妹都市提携や交流活動の継承・発展を図ります。 

 

 

施 策 名 主 要 事 業 

幼児教育・学校

教育の充実 

幼稚園就園奨励事業 

幼稚園預かり保育推進事業 

総合的な学習支援事業 

教育インストラクター派遣事業 

統合幼稚園建設事業 

鶴城小学校改築事業 

小中学校施設防災整備事業 

小中学校屋外教育環境整備事業 

北会津中学校整備事業 

生涯学習・生涯

スポーツの推進 

総合型地域スポーツクラブ育成事業 

ニュースポーツ振興事業 

(仮称)生涯学習総合センター整備事業 

スノーバトル大会 

北会津地区公民館整備事業 

新市の文化形成

の推進 

御薬園整備事業 

院内御廟保存整備事業 

文化財愛護・伝統文化継承事業 

地域間・地域内

交流の促進 

ゆかりの地ネットワーク事業 

国際交流推進事業 
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第６章 パートナーシップのまちづくり 

 

１ 信頼される行政の推進 

住民に信頼される新市を創っていくため、合併によるメリットを尊重し、デメ

リットについては積極的に改善していきます。 

また、市役所の組織としての力を最大限に高めるため、職員の意識改革を進め

るとともに、一人ひとりの職員の能力開発を進めます。さらに、人員、施設、予

算などのいわゆる行政資源が、市民満足度の向上のために適切に配分されている

かを絶えず検証しながら、その実践に努めるため、行政運営におけるマネジメン

トシステムの確立を図ります。 

そして、IT の積極的活用を図りながら行政サービスの充実に努める一方、行政

サービスの受け手である市民の視点に立ってサービス向上に努め、合併後の新市

においても、行政サービスの充実に向け、住民と行政が一体となって、さらなる

行財政改革を推進します。 

 

２ 協働のまちづくりの推進 

地域のことは地域で決める「地方分権」社会への移行を受けて、新市住民と行

政が情報を共有し協働しながら、魅力ある新市を「市民との協働」で創りあげる

まちづくりを進めていきます。 

また、市域が広くなることを受けて、行政区活動など地域コミュニティ活動に

対するサポートを強化し、活動への参加を促進するとともに、市政や全市的なイ

ベント等に、周辺地域からも積極的に参加しやすいしくみづくりに努めます。 

さらに、ＮＰＯ、ボランティア団体など、住民活動の展開を促進するとともに、

まちづくりの担い手となるリーダーの育成に努めます。 

 

施 策 名 主 要 事 業 

信頼される 

行政の推進 

行政評価システムの推進 

行財政再建プログラムの推進 

職員研修の充実 

協働のまちづくり

の推進 

市民活動支援事業 

花と緑推進事業 

パブリックコメント制度の導入 

住民参加システム確立事業 
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第６編 新市における福島県事業の推進 
 

第１章 福島県の役割 

会津若松市と北会津村との合併による新市の建設を総合的かつ効果的に推進して

いく上で、福島県の役割は重要です。 

福島県においては、新市と連携・協力しながら、新市の速やかな一体性の確立や

地域の特性をいかした新たなまちづくりに向けた県事業を積極的に推進します。 

 

第２章 新市における福島県事業 

１ 道路交通体系の整備 

 （１）新市の速やかな一体化の促進 

 新市においては、両地域の均衡ある発展を図り、魅力あるまちづくりを進める

ため交流・連携をさらに促進し、速やかな一体化を図る必要があります。 

そのためには、交通ネットワークにより連携を深めることが必要であり、阿賀

川を挟んだ両地域を結ぶ幹線道路をはじめとする交流基盤の整備が求められて

います。 

 このため、市道との連携を図りながら幹線道路となる国道、県道の計画的な整

備を推進していきます。 

 

 （２）広域的な交流基盤の強化 

 新市建設の基本目標である「会津ブランドをいかしたまちづくり」を実現して

いく上で、会津地域の中核である新市と他地域との交流・連携の重要性が増して

いきます。 

 このため、国道や主要地方道については、会津地域における広域的な交流の骨

格となる幹線道路のバイパス化など計画的な整備を推進していきます。 

また、地域高規格道路の整備促進を要望していきます。 

 

 ２ 安全で安心な暮らしの実現 

 新市においては、集中豪雨などによる自然災害に対して安全で安心した暮らし

を実現するため、水害から地域を守るための治水機能の強化を図る必要がありま

す。 
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このため、新市との協力のもと、湯川などの必要な箇所について、自然環境に

配慮した改修・整備を推進していきます。 

 

 ３ 農業基盤の整備 

 新市においては、農業が基幹産業の一つとなっています。 

このため、合併を契機として農業の更なる振興を図るため、ほ場整備、用排 

水施設整備、農道整備など、生産性の向上と合理化へ向けた農業基盤の整備を 

推進していきます。 

 

 ４ 医療機関の診療機能及び救急医療体制の充実 

 新市においては、身近な診療所と高度医療機関との連携を一層強化することに

より、地域住民が安心して受診できる医療体制の整備充実が求められています。 

 このため、地域における医療ニーズに対応して、より一層の医療・救急サービ

スができるよう、医療機関の診療機能及び救急医療体制の充実を推進していきま

す。 
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第７編 公共的施設の適正配置と整備 
 

公共的施設については、住民生活に急激な変化を及ぼさないよう十分考慮し、地域

の特殊性や地域間のバランス、さらには財政状況に配慮しながら、適正配置により整

備を図っていきます。 

それらの検討にあたっては、行財政運営の効率化はもとより、現在の公共的施設の

有効利用・相互利用等を総合的に勘案し、住民サービスの低下を招かないように配慮

します。また、行政事務の電子化（証明発行事務など）や電算システムの一元化など、

地域公共ネットワークシステムを活用した高度な行政機能の整備を図ります。 

なお、新市の本庁舎については、現在の会津若松市役所に置くものとし、現在の北

会津村役場の庁舎については、住民サービスの低下を招かないように北会津地域の行

政サービスの拠点施設として位置づけるとともに、社会教育施設などとして有効活用

を図ります。 

また、県立会津学鳳高等学校の施設及び跡地については、新市の公共的施設として

の利活用も含め、関係機関に要請していきます。 
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第８編 財政計画 
 

財政計画は、新市における 11 年間の財政運営の指針として、歳入・歳出を各科目ご

とに、過去の実績や現在の経済状況・財政制度を勘案しながら推計し、作成したもの

です。 

作成にあたっては、健全な財政運営を基調に、合併に伴う変動要因や主な節減経費

等を反映させるとともに、合併特例債等の財政措置を勘案しています。 

 

第１章 歳入 

（１）市税 

現行の税制度を基本に、現在の経済状況を踏まえるとともに、協定項目の調整

方針を反映させています。 

（２）地方交付税 

現行の交付税制度を基本に、普通交付税算定の特例（合併算定替）等に係る財

政措置を見込んでいます。また、合併特例債等に係る地方債の元利償還金に対す

る交付税措置を見込んでいます。 

（３）国庫支出金・県支出金 

現行の国県の補助制度を基本に、過去の実績等により算定し、新市建設計画の

事業分を見込んでいます。また、合併に伴う「合併市町村補助金」等を考慮して

います。 

（４）市債 

新市建設計画事業の財源として、現行の地方債制度をもとに、通常債や有利な

合併特例債等を見込んでいます。 

（５）その他 

地方譲与税、各種交付金、分担金及び負担金、使用料及び手数料、財産収入、

繰入金、諸収入等については、過去の実績や今後の経済情勢等を勘案して見込ん

でいます。 
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第２章 歳出 

（１）人件費 

合併による特別職、職員等の減少に伴う影響を見込んでいます。 

（２）扶助費 

合併によるサービス水準の向上や少子・高齢化の進行等に伴う影響を見込んで

います。 

（３）公債費 

合併までの借入れに対する償還額と、合併後の新市建設計画の事業等に伴う合

併特例債等の新たな地方債に係る償還見込額を見込んでいます。 

（４）物件費 

合併直後の臨時的経費の影響と合併による事務経費の削減効果を見込んでいま

す。 

（５）繰出金 

国民健康保険・公共下水道等各特別会計への繰出金を見込んでいます。 

（６）普通建設事業費 

現行の国県の補助制度および地方債制度を基本に、新市建設計画に位置付ける

事業費及びその他の事業費を見込んでいます。 

（７）その他 

補助費、維持補修費、積立金等については、過去の実績や今後の経済情勢等を

勘案して見込んでいます。 
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4
5

平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度

1 市税 15,392 15,787 16,126 16,536 16,536 16,536 16,565 16,565 16,565 16,565 16,565

2 地方譲与税 539 539 539 539 539 539 539 539 539 539 539

3 利子割交付金 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125

4 地方消費税交付金 1,186 1,208 1,234 1,266 1,266 1,266 1,266 1,266 1,266 1,266 1,266

5 自動車取得税交付金 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214

6 地方特例交付金 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431

7 地方交付税 7,650 7,358 6,984 6,590 6,517 6,446 6,261 6,325 6,294 6,279 6,323

普通交付税 6,435 6,229 5,898 5,590 5,517 5,446 5,261 5,325 5,294 5,279 5,323

特別交付税 1,215 1,129 1,086 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

8 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31

9 分担金及び負担金 477 480 484 487 487 487 487 487 487 487 487

10 使用料及び手数料 931 931 931 931 931 931 931 931 931 931 931

11 国県支出金 6,123 6,300 6,580 6,726 6,756 7,139 7,336 6,887 6,793 6,619 6,613

12 財産収入 163 163 163 163 163 163 163 163 163 163 163

13 寄附金 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

14 繰入金 243 305 191 160 136 182 219 523 79 5 205

15 繰越金 543 666 625 641 424 547 509 558 552 543 545

16 諸収入 1,239 1,239 1,239 1,239 1,239 1,239 1,239 1,239 1,239 1,239 1,239

17 市債 6,085 4,278 4,683 6,586 4,915 5,351 6,446 5,237 4,856 4,184 4,306

　　歳入合計 41,383 40,066 40,591 42,676 40,721 41,638 42,773 41,532 40,576 39,632 39,994

（単位；百万円）

区　　分

○歳入

交通安全対策特別交付金
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6
 

平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度

1 人件費 7,222 7,036 7,393 7,660 7,124 7,223 6,722 7,238 6,632 6,836 7,044

2 物件費 4,919 4,707 4,707 4,514 4,445 4,444 4,444 4,444 4,444 4,444 4,444

3 維持補修費 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369

4 扶助費 6,178 6,302 6,428 6,557 6,596 6,636 6,676 6,716 6,756 6,796 6,837

5 補助費等 4,619 4,606 4,452 4,303 4,303 4,301 4,301 4,301 4,301 4,301 4,301

6 公債費 7,520 5,760 5,798 5,765 5,661 5,545 5,598 5,895 5,943 6,128 6,176

7 積立金 10 410 210 61 210 210 410 18 410 10 10

8 投資・出資・貸付金 1,089 1,089 1,089 1,089 1,089 1,089 1,089 1,089 1,089 1,089 1,089

9 繰出金 5,031 5,174 5,112 5,192 5,137 5,128 5,125 5,132 5,118 5,117 5,117

10 普通建設事業費 3,760 3,988 4,392 6,742 5,240 6,184 7,481 5,778 4,971 3,997 4,106

　　歳出合計 40,717 39,441 39,950 42,252 40,174 41,129 42,215 40,980 40,033 39,087 39,493

（単位；百万円）

区　　分

○歳出

 




