
主要な施策の成果（「汗動・協働・創造」枠事業）



【汗動・協働・創造枠】 （単位：千円）

款 　２款　総務費

事業名
地域情報化推進事業費

（公共連絡網システム利活用促進事業）

担当課 　情報政策課

決算額

財源内訳

国県支出金 寄附金 一般財源

1,325 1,325

説　　　　　明

○

　　　・「あいべあ」お知らせのチラシを全戸配布しました。

　　　・「あいべあ」の広報ポスターを公共施設、金融機関、スーパー、各携帯電話会社等へ配布しました。

　　　・「あいべあ」の機能の一つであるメールマガジン配信所管課と連携を図りながら、各種団体の会合及び

　　　イベント等に合わせ、出張による登録サポートを実施しました。

　　　「あいべあ」のＰＲコンテンツを映像で表示しました。

復興基金
繰入金

震災復興
特別交付税

　ＩＣＴ地域のきずな再生強化事業で構築した「ＩＣＴきずなプラットフォーム」の利活用を促進す
るため、コミュニケーションサービス「あいべあ」の利用登録者数を増加させる取組を行うとともに、デ
ジタルサイネージの設置によって、市民への有効な情報配信手段を確保しました。

1．「あいべあ」の利用登録者数

　　　平成25年度当初時点　　2,746人

　　　平成25年度末時点 　　　4,942人　　　（2,196人の増加）

2．利用登録者の増加に向けた取組

　　　　（平成25年6月及び平成26年2月の市政だよりに同時折り込み）

　　　・生涯学習総合センター1階エントランスに「デジタルサイネージ」を設置し、各種行政情報に併せて、

「あいべあ」の機能概要
※全戸配布チラシより抜粋

「あいべあ」の機能概要
※全戸配布チラシより抜粋



【汗動・協働・創造枠】 （単位：千円）

款 　２款　総務費

事業名
地域活力再生シンポジウム等の開催に要する経費

担当課 　企画調整課

決算額

財源内訳

国県支出金 寄附金 一般財源

2,000 2,000

説　　　　　明

○

①基調講演

演題：日本「再創造」～人類史の転換期を生きる～

講師：プラチナ構想ネットワーク　会長　小宮山　宏 氏

②対話セッション

上記基調講演をテーマに小宮山会長と参加者との対話セッションの実施

                  ホテルいづみや

　

②グループワーク
③「私たちの未来」発表会

④課外活動

復興基金
繰入金

震災復興
特別交付税

　地域活力の再生に向け、地域経済の活性化や次代を担う人材育成を図るためシンポジウム等を開催
しました。

1．未来デザイン2050事業

　次の世代を担う子どもたち自らが50年後の未来について考え、夢を描き、目標を持って取り組む
べく、高校生等を対象にしたフォーラムを開催しました。
　本事業は、青少年育成とともに社会情勢への関心を高める取組として、「第2回野口英世アフリカ
賞記念事業」と連携し、「グローバルな人材育成」をテーマに事業を展開しました。
　なお、本事業の実施にあたっては、ジュニアボードの手法を取り入れ、次世代リーダーを育成す
べく、企画から運営・実施に至るまで、高校生で構成するプロジェクトチームにより行いました。

（1）開催日時　　平成25年6月2日（日）　午後2時～5時20分

（3）開催場所　　会津大学　講堂

（3）参加人数　　約120名

（4）開催内容

③第2回野口英世アフリカ賞記念事業　～受賞者とのトークセッション～

2．未来人財育成塾事業

　次の世代を担う子どもたちが日本、世界をリードし活躍されている講師陣と直に接することで、
自らが未来について考え、夢を描き、目標を持って取り組んでいく、「あすなろの心」を育む機会
を提供することを目的として実施しました。

（1）開催日時　　平成25年8月19日（月）～8月23日（金）　4泊5日
（2）開催場所　  会津若松市生涯学習総合センター（會津稽古堂）

（3）参加人数　　72名（中学生　1年生～2年生）
（うち会津若松市内中学生　33名）

（4）開催内容
①日本、世界をリードし活躍する15名の講師陣による講義              ※50音順

明石　　康 氏、安藤　忠雄 氏、小泉進次郎 氏、小宮山　宏 氏、佐藤　勝彦 氏、
白川　方明 氏、丹呉　泰健 氏、徳川　恒孝 氏、永山　　治 氏、野依　良治 氏、
長谷川眞理子 氏、原　真人 氏、松尾　邦弘 氏、松宮　亮二 氏、山本　邦山 氏



Ⅰ．ファミリービジネスシンポジウム

①基調講演

演　題：日本経済･世界経済

②パネルディスカッション 

テーマ：地域社会経済振興にどう取り組むか

③講演

テーマ：ファミリービジネス再認識－世界的潮流

④パネルディスカッション 

テーマ：ファミリービジネスの地域社会経済への貢献

Ⅱ．地域ビジネスセミナー

①基調講演

演　題：人生、いろどり～葉っぱがお金に換わる町：上勝町の今～

講　師：株式会社いろどり　滑川　里香　氏

②パネルディスカッション

コーディネーター

　スマートシティ会津若松推進アドバイザー

　アクセンチュア福島イノベーションセンター長　中村　彰二朗　氏

パネリスト

　株式会社いろどり　滑川　里香　氏

　有限会社会津食のルネッサンス　代表取締役　本田　勝之助　氏　

　福福福　代表　佐藤　恭子　氏

3．地域活性化セミナー事業
　地域活力再生に向け、地域経済の活性化や震災復興、さらには地域社会の再構築を目指すための
セミナー等を開催しました。

（1）開催日時　　平成25年8月18日（日）　午後1時～5時35分

（2）開催場所　　会津若松ワシントンホテル　

（3）参加人数　　約100人

（4）開催内容

講　師：原　真人 氏（株式会社朝日新聞社編集委員）

登壇者：瀧本　　徹 氏（前観光庁観光地域振興部長）

　　　　種村　信次 氏（米沢信用金庫理事長）

　　　　松井　哲夫 氏（日本クレジット協会副会長・専務理事）

講　師：奥村　昭博 氏（ファミリービジネス研究所長）

登壇者：新城　猪之吉 氏（末廣酒造代表取締役社長、ファミリービジネス研究所会津支部長）

宮澤　洋一 氏（ナディス代表取締役社長、同会津支部副支部長）

樋口　元信 氏（山口油屋福太郎取締役財務部長、ファミリービジネス研究所福岡支部幹事）

安藤　健介 氏（パイプライン代表取締役社長）

（1）開催日時　　平成26年2月7日（金）　午後2時～5時

（2）開催場所　　ホテルニューパレス

（3）参加人数　　約120名

（4）開催場所



【汗動・協働・創造枠】 （単位：千円）

款 　２款　総務費

事業名
北会津地域活性化事業費

（北会津地域づくり委員会負担金）

担当課 　北会津支所まちづくり推進課

決算額

財源内訳

国県支出金 寄附金 一般財源

570 570

説　　　　　明

○

・

〔主な事業内容〕

・ 組織の構成に係る支援
会津大学短期大学部地域活性化センターとの連携

基調講演会、先進地視察研修の実施

地域づくり委員会の活動情報等について、まちづくり推進ニュースやチラシ等にて情報発信

・ 簡易な地域支援事業の取り組みに係る支援

委員会発意による実践活動の実施

「みどり（花）香るまちづくり推進事業」

「世代間ふれあい交流会事業」

地域づくり委員会報告会の開催（河東地域づくり委員会と合同）

復興基金
繰入金

震災復興
特別交付税

　市民参加によるまちづくりを支援するため、北会津地域において「地域づくり委員会」を組織し、
市民の声を活かしたまちづくりの実現を図るための実証・実践的な取り組みを行い、地域の活性化を
図りました。

地域づくり委員会会員数　　25人　（設立総会現在　平成25年7月1日）

地域の課題や問題点、解決に向けたワークショップの開催（4回）



【汗動・協働・創造枠】 （単位：千円）

款 　２款　総務費

事業名
河東地域活性化事業費

（河東地域づくり委員会負担金）

担当課 　河東支所まちづくり推進課

決算額

財源内訳

国県支出金 寄附金 一般財源

570 570

説　　　　　明

○

・

〔主な事業内容〕

・ 組織の構成に係る支援
　 会津大学短期大学部地域活性化センターとの連携

　 基調講演会、先進地視察研修の実施

　

　

・ 簡易な地域支援事業の取り組みに係る支援

地域づくり委員会報告会の開催（北会津地域づくり委員会と合同）

復興基金
繰入金

震災復興
特別交付税

　市民参加によるまちづくりを支援するため、河東地域において「地域づくり委員会」を組織し、市
民の声を活かしたまちづくりの実現を図るための実証・実践的な取り組みを行い、地域の活性化を図
りました。

地域づくり委員会会員数　71人（設立総会時現在　平成25年6月26日）

地域づくり委員会ニュースの発行（3回）

地域の課題や問題点、解決に向けたワークショップの開催（4回）

委員会発意による実践活動の実施（7件）



【汗動・協働・創造枠】 （単位：千円）

款 　２款　総務費

事業名
河東地域活性化事業費

（どぶろく特区河東地域振興協議会負担金）

担当課 　河東支所まちづくり推進課

決算額

財源内訳

国県支出金 寄附金 一般財源

1,150 1,150 　 　

説　　　　　明

○

　　

〔主な事業内容〕

・ 商品開発事業

　 市食生活改善推進委員会による「どぶろく」を活用した創作料理の試作会を実施しました。

　
・

　　

広田駅前ライトアップイルミネーション点灯式に併せて試飲会を実施しました。

　
　 会津鉄道「ほろ酔い列車」へのどぶろく提供を行いました。

・ 地域資源を活かした地域づくりフォーラムの開催
　　

 　　開催場所　　会津若松市生涯学習総合センター（會津稽古堂）多目的ホール　

 

 　　開催内容　　基調講演

 　　　　　　　　事例発表

 
 

　　

　

　

　　

　

　

　

　　
　

復興基金
繰入金

震災復興
特別交付税

　平成24年度に認定を受けた「どぶろく特区」を活用し、河東地域の各種団体とともに、どぶろくの
製造に伴う加工食品の開発検討や、地域のＰＲなど、地域の活性化を図りました。 　

販路拡大・PR事業

横須賀市で開催された｢会津若松市物産展inよこすかポートマーケット｣で試飲会を実施しま
した。

第10回東洋のアルカディア郷どぶろく新酒発表会に参加し、「どぶろく」を出品しました。

第9回全国どぶろく研究大会に参加し、「どぶろく」を出品しました。

　　開催日時　　平成25年11月12日（火）　

　　参加人数　　約60人



【汗動・協働・創造枠】 （単位：千円）

款 　３款 民生費

事業名
子育て・子育ちパートナーシップ事業費

担当課 　こども家庭課

決算額

財源内訳

国県支出金 寄附金 一般財源

2,153 2,153

説　　　　　明

○

○ＮＰＯ法人の認証取得

　ファミリー・サポート・センター事業を委託するための組織体制を整備するとともに、さら

に市民ニーズに対応した法人独自の子育て支援事業を行うことができるよう体制強化を図りま

した。

○専門職員の配置

　ＮＰＯ法人の認証取得やサポート会員を拡大するための事業を行う専門職員を配置しました。

○サポート会員養成講習会の開催

登録し、さらなるサポート体制の強化が図られました。

○講演会の開催

　地域みんなで子育てを支える意識づくりのための講演会を開催し、ファミリー・サポート・

センター事業の周知を図るとともに、子育て支援への市民参加を促しました。

・場　所：會津稽古堂

○子育て家庭及び各種団体への広報周知

　あいづ・ファミリー・サポート・センターのリーフレットやチラシ等の配布や、ホームペー

ジ作成により、子育て家庭及び各種団体に対する広報活動を実施し、事業の周知徹底と利用促

進を図りました。

復興基金
繰入金

震災復興
特別交付税

　市民参加による子育て支援体制の充実を図るため、ファミリー・サポート・あいづに補助金を交付し、子
育て世帯が抱える多様なニーズに対応するサポート体制の強化や、「地域みんなで子育てを支える」
意識の高揚を図り、もって市民協働により子育て支援に参加する市民の増加、安心して子どもを産み
育てることができる環境の整備に寄与しました。　 　

1 サポート体制の強化

・平成26年3月12日　「特定非営利活動法人」の認証取得

・平成26年3月20日　「特定非営利活動法人ファミリー・サポート・あいづ」設立

　平成25年度は講習会を2回に増やして開催し、前年度より9名多い21名がサポート会員として

・平成26年2月17日～3月11日

・参加者：21名

2　市民への意識啓発

・平成25年10月29日 ｢みんなで子育てまちづくり　ハッピーセミナー｣

・講　師：明橋　大二　氏

・参加者：100名（託児:15名）

3　サービスの利用促進



【汗動・協働・創造枠】 （単位：千円）

款 　４款　衛生費

事業名
食習慣改善意識啓発プロジェクト事業費

担当課 　健康増進課

決算額

財源内訳

国県支出金 寄附金 一般財源

1,015 1,015

説　　　　　明

○

復興基金
繰入金

震災復興
特別交付税

　本市の健康課題である高血圧や肥満などから派生する生活習慣病の予防及び重症化予防を図るため
ハイリスク者（メタボシックシンドローム該当者等）に対する保健指導を始めとした健康づくりに取
り組んでいます。
　その一方で、本市を含む本県は、平成22年度のデータにおいて、急性心筋梗塞による年齢調整死亡
率は全国1位であり、その予備軍である子どもの肥満も、平成25年学校保健統計において小学生男女、
中学生男子は全国1位、中学生女子は4位という肥満出現率となっている現状です。
　その背景にある食生活上の課題として、食塩摂取量が、平成22年調査において男女ともにワースト3
位以内という現状もあることから、家庭や学校での食育の取組に加えて、外食・中食（弁当・惣菜を
含む）事業者等、地域社会全体での取組が重要であるという考えのもとに、当事業を実施しました。
　この事業においては、飲食店・旅館業・弁当仕出業者などの食関連事業者に対し、健康と食に関す
る研修会やシンポジウム等を実施し、官民一体となって、食習慣の改善と意識の高揚に努めました。

【主な事業】

1　研修会事業

　食関連事業者等を対象として、健康課題の情報提供や、健康につながる食事やサービスなど、保健
的・経営的視点を取り入れた提供例を学ぶ研修会を開催し、また会津大学生や地域の健康づくり団体
等を招いて、健康に配慮したお弁当の試作・試食会を実施しました。

（1）平成25年7月2日（火）　飲食店、観光事業者等対象研修会
　　・会場　ワシントンホテル　　　参加人数　30名
　　・開催内容
　　　◆講演「健康に関する顧客ニーズと経営」 
　　　　　　～地域における「あるもの」を活用した健康づくりの可能性～
　　　◆講師　 (株)アーリーバード　代表取締役　三田泰久　氏
　　　　　　　（伊勢・鳥羽・志摩健康サービス推進協議会事務局長）

（2）平成25年11月30日（土）　「弁当」に着眼したモニターを招いての試作・試食検討会
　　・会場　　　会津大学短期大学部　参加人数　40名
　　・開催内容　
　　　　弁当事業者、会津大学短期大学部食物栄養学科学生グループ「食べもののひみつ知り隊」、
　　　会津大学生、市食生活改善推進連絡協議会との試作品の試食、研究　
　　
（具体的な成果）
　①　食関連民間事業者が、健康課題を踏まえ、健康に関する顧客ニーズに対し、「健康のおもてな
　　し」として、健康メニューを提供する事業者が増えるなど、健康に関する意識の醸成が図られま
　　した。
　②　健康課題を踏まえた弁当の試作では、高齢者向け弁当や高血圧者向け弁当などの試作があり、
　　加えて、健康視点や高齢者の特徴を踏まえた弁当の宅配が開始されるなどの成果につながりまし
　　た。

2　食習慣改善意識啓発事業

（1）食サービス事業者、食育ネットワーク関連団体などへの出張講座実施を実施し、本市の健康課題
　　を踏まえた食育の取組みの周知を図りました。
　　・福島県飲食業生活衛生同業者組合総会
　　・地元農産物活用推進協議会会議
　　・会津調理師会総会　　など



（2）市政だより全戸配布（平成26年1月号）による広報周知
　　・会津大学短期大学部1年生「食べもののひみつ知り隊」や市食生活改善推進連絡協議会の協力に
　　より試作したメニューや、健康メニューを提供する取組店等を紹介しました。

（主な成果）　　　　
　これらの事業の実施により、外食・中食事業所において、野菜が豊富なメニューなどの提供や、事
業者間における更なる連携が図られ、次のような新たな展開へつながりました。
　・外食事業者等において、食物アレルギーをもつ顧客へ対応するため、アレルゲンとなる食品を除
　　いた「ソースかつ丼」等のメニューを試作し、試食と意見交換を行う研修会が開催されました。
　・健康食を、本市の地場産品である漆器や、テーブルコーディネートと組み合わせることにより、
　　健康食を活かしながら、観光サービスとしておもてなしをする試みが見受けられました。

　こうした事業の取組みにより、1人ひとりの野菜摂取量の増加勧奨や、野菜を多く使用するようなメ
ニュー開発、事業者の取組を推進することは、健康に寄与することはもちろんのこと、地元農産物で
ある野菜の消費拡大につながることも期待されます。
　また、会津大学短期大学部「食べもののひみつ知り隊」は、本事業の取組等により、本県初の食育
推進ボランティア内閣府特命大臣表彰を受けました。

3　シンポジウム事業

　平成26年2月19日（水）　
　「おいしく健康づくり試食会」＆「食育ネットワーク・シンポジウム」
　・共催　会津若松市　市食育ネットワーク（関連16団体）
　・会場　ルネッサンス中の島　　　参加人数　220名
　・開催内容
　　食サービスの実際（バランス弁当3種、うす味具だくさん汁）の試食
　　パネルディスカッション
　　◆コーディネーター:会津保健福祉事務所　主任栄養技師　大塚　綾子 氏
　　◆パネリスト：キッチン・モモ　　栄養士　庄司　梓　氏
　　　　　　　　　元気の源カンパニー　代表取締役　佐藤　仁　氏
　　　　　　　　  セブン－イレブン・ジャパン　会津地区OFC　近藤　賢一　氏
　・市内給食施設の幼児～児童・生徒～成人むけ給食の実際例の提供・展示

　この「試食会・シンポジウム」には、当初の募集人数である120名を遙かに超える220名の参加者と
弁当業者、給食事業者など様々な業種をはじめとして、全国に出店している大手コンビニチェーンも
本市の取組に協力をいただきました。
　冬季、かつ有料であったのにもかかわらず、この参加者数の多さや、地域の健康に大きな影響を及
ぼす全国チェーン事業者等との協力体制は、食や食育への関心の高さと今後の展開への手応えを感じ
させるものとなりました。

【事業全体を通じた主な成果】
　野菜多め・うす味などの食事を提供する食関連民間事業者は、「健康のおもてなし」店舗として市
へ登録をしていただき、食を通じ、顧客ニーズに応じた健康食の提供に取組みました。平成26年度に
おいても、こうした店舗の拡大に取組みます。（H25年度末18店舗登録。）
　この事業全体を通じての主な成果は、下記の通りです。
　・高齢者等に対し、栄養バランスのとれた野菜多め・塩分控えめなお弁当を宅配する店舗が増えて
　　きています。
　・市が実施している虚弱高齢者を対象とした「ふれあい弁当」においても、栄養バランス・野菜多
　　めの弁当へ改善を図りました。
　・温泉宿において特定健診・がん検診等を実施し、受診者に対し、健康朝食を提供するなどの事業
　　に取組みました。
　・健診受診者が、「健康のおもてなし店」において割引サービス等を受けられるなど、健診と食に
　　よる健康づくりにつなげることができました。
　・飲食店の宴会料理に野菜たっぷりメニューを提供する店舗が増加しています。　　　　



【汗動・協働・創造枠】 （単位：千円）

款 　６款　農業水産業費

事業名
農業応援総合プロデュース事業費

担当課 　農政課

決算額

財源内訳

国県支出金 寄附金 一般財源

115,186 108,902 6,284

説　　　　　明

○

　・内　　容 放射性物質の農作物への吸収を抑制する資材の導入に要する費用の支援

　・補助対象者

　・対象資材 カリ肥料（塩化カリ、珪酸カリ、硫酸カリ）

　・受益作物及び面積 水稲、大豆、そば 5,127ha

　・見 学 日

○ 　米安全確認・消費拡大事業

　・調査内容及び結果 全てＮＤ（検出せず）

○ 　農産物安全情報等発信事業

　・発行部数
　・配付方法

　・作成品目数

　・利用方法 市ホームページ、農政課窓口等での配布

○ 　おいしい米づくり拡大事業

復興基金
繰入金

震災復興
特別交付税

　安全農産物生産支援事業

　放射性物質吸収抑制対策の支援により、放射性物質が検出されない安全な農産物の生産を図りました。
また、市民に緊急時モニタリング検査へ同行いただくことにより、消費者の安心感の醸成を図りまし
た。

1．放射性物質吸収抑制対策事業補助金

ＪＡ等農業者の組織する団体（計11団体）

2．緊急時モニタリング検査への市民同行

　・内　  容 モニタリングの説明、農地でのサンプリング、生産者との意見交換、米の全量・全
袋検査状況見学、農業総合センターでの視察見学

平成25年7月24日　7名参加 平成25年10月16日　8名参加

　水稲作付けのある全集落の247箇所の玄米放射能分析を実施し、結果を広くＰＲしたことで、消費者
の安心の確保や生産者が自信を持って販売できる環境を整えました。

玄米247点（11品種）の放射能分析

　農産物等のモニタリング結果などの緊急的な情報について、「農産物安全情報お届け便」を発行し、
市民への迅速な情報の提供を行うとともに、市長名で安全性を説明するチラシを作成し、農産物出荷
時に活用することで、安全な農産物としての販売促進を図りました。

1．農産物安全情報お届け便

616,000部（44,000部×14回） B4判、両面、4色刷り

新聞折込、量販店、市施設等への配置

2．農産物販売促進チラシ

14品目（米、農産物全般、果樹、そば）

　米・食味分析鑑定コンクール国際大会への参加支援や講演会開催等を行い、食味に対する生産者の
意識向上、農業技術向上を図り、会津米の一層のブランド化により農家所得の向上に努めました。

1．米・食味分析鑑定コンクール：国際大会への参加支援

　・出品数　35点（4品種）

　・受賞者数　1名（特別優秀賞　栽培別部門：有機栽培部門）



　生産者・集荷業者を対象として、おいしい米の産地ブランド化に向けた講演会を開催

　・講師　㈱食糧問題研究所 月刊食糧ジャーナル 編集長 伊藤博司 氏

　　　　　天栄米栽培研究会　事務局長　吉成邦市　氏

○ 　農産物等販路開拓・販売促進事業

　

　・参加商談会　

名称

開催日

会場 東京ビッグサイト 東京ビッグサイト

出展者数

スズキヤにおける販促イベント 横須賀市

横須賀市

日野市

よこすか産業まつり 横須賀市

2．おいしい米づくり講演会の開催

　・開催日時　平成26年2月21日（金）　　13：30～

　首都圏における展示商談会等への出展、販路拡大コーディネート事業、ＰＲ活動等により、風評の
払拭を図りました。

1．首都圏展示商談会参加

アグリフードEXPO東京2013 第48回スーパーマーケットトレードショー

平成25年8月22日～23日 平成26年2月12日～14日

7団体 11団体

2．販路拡大コーディネート事業

（1）商談代行

・成約件数　6社10件

（2）バイヤー招聘

・展示商談会　15社

アグリフードEXPO東京2013　5社

第48回スーパーマーケットトレードショー 10社

・産地見学会等　2社

産地見学会　1社（見学先：2社1生産者）

企業商談会　1社（参加企業：12社（うち6社は商談代行））

（3）セミナー

・市内において5回開催

3．ＰＲ活動

・イベント出展　4回

平成25年5月7日～8日

平成25年5月11日～12日 よこすかカレーフェスティバル2013

平成25年10月13日～14日 日野市七ツ塚ﾌｧｰﾏｰｽﾞｾﾝﾀｰ（開設1周年記念）

平成25年11月9日～10日



【汗動・協働・創造枠】 （単位：千円）

款 　６款　農林水産業費

事業名
地元農産物活用推進事業費

担当課 　農政課

決算額

財源内訳

国県支出金 寄附金 一般財源

900 900

説　　　　　明

○　地元農産物活用推進協議会負担金

①農産物サンプルお届け事業

②「旬の農産物情報」提供事業

③「会津食の感謝祭」の開催

・勉強会・講演会の開催

開催日 テーマ 講　師 参加者

地元農産物の活用方法について①

地元農産物の活用方法について②

料理家　本田よう一

復興基金
繰入金

震災復興
特別交付税

　地元農産物活用推進協議会への支援により、地元農産物を活用した商品開発と販売の仕組みづくり
の拡大を図りながら、「会津の食」を魅力としてＰＲできる、地域が一体となった取り組みの基礎づ
くりを図ってまいりました。

1．地元農産物利用推進のための広報活動

　会員農家から旬の農産物をサンプルとして飲食店等へ提供することにより、地元農産物の良さを
知っていただくとともに、相互の新たなネットワーク構築に繋がりました。

・サンプル提供時期：7月、9月、11月の計3回

・サンプル提供店舗数：のべ25店舗

・新規取引件数：5店舗

　旬の農産物情報を実需者へ提供することにより、各飲食店におけるメニューづくりに役立てても
らい、地元農産物への理解促進に繋がりました。

・「地元野菜でおもてなし」の発行：計6回（7月～12月）

　地元農産物の地域内消費の促進を図るとともに、地元食材の利用による商品の高付加価値化を図
り、食の魅力により観光誘客や地域活性化に繋げることを目的として開催しました。

・内容：市内飲食店及び宿泊施設（全20店舗）において地元農産物をメインとしたメニューを提供

・期間：平成25年11月1日～30日の1ヶ月間

・ＰＲ方法：チラシ（A4判）の作成（60,000部）、店内POP作成、フェイスブックによる情報発信

2．会員等の店舗における勉強会等の開催

　地元農産物を活用したメニューづくりや、接客技術向上のための勉強会を開催するとともに、
「にいがた食の陣」の取り組みや、地元農産物への理解醸成に向けた講演会を開催しました。

第1回 6月26日
食彩アトリエあいづ家
シェフ　佐藤学 13名

第2回 7月24日 食の魅力で地域活性化
～“にいがた食の陣”で賑わい創出～

食の陣実行委員会
総務広報部会長　樋口十旨張 27名

第3回 9月25日 リストランテルーチェ
オーナーシェフ　矢澤直之 13名

第4回 12月18日 会津良品
～会津伝統野菜と会津の食のこれから～

22名

第5回 3月18日 地元食材による「おもてなし」
～お客様満足度向上に向けて～

おとぎの宿米屋
女将　有馬みゆき

25名



①バイヤーズ“食”セレクションへの出品

②首都圏イベントにおける市場調査

②協議会員による事業内容の検討

③「にいがた食の陣」への視察調査

④「会津食の感謝祭」による実証実験　※再掲

3．商品の開発・改良支援

　地元農産物を活用した加工品等について、専門家の評価により商品の改良に繋げるとともに、首
都圏イベントに参加し、市場ニーズの把握を目的として行いました。

・会員企業の新商品2品を出品

・にっぽりマルシェ（平成26年2月）への参加

4．「あいづ食の陣」開催に向けた検討

　「あいづ食の陣」開催に向けた各種検討を行うとともに、「にいがた食の陣」への視察調査を行
い、円滑な事業実施に向けた準備を進めました。

①講演会の開催（第2回勉強会）　※再掲



【汗動・協働・創造枠】 （単位：千円）

款 　６款　農林水産費

事業名
里地里山共生支援モデル事業費

担当課 　農林課

決算額

財源内訳

国県支出金 寄附金 一般財源

8,000 8,000

説　　　　　明

○

○

○

復興基金
繰入金

震災復興
特別交付税

　大戸地区里地里山共生推進協議会の設立

　鳥獣による人的被害と農作物被害を防止し、自然と人との共生を目指すことを目的として設立しま
した。構成員は、大戸地区区長会長、大戸地区闇川区長、黒森区長、会津若松地方森林組合長、会津
若松市有害鳥獣捕獲隊長により組織しています。

　電気柵の設置

　鳥獣による農作物被害を防止するために、大戸町闇川地区、下雨屋地区に電気柵を設置しました。
過去3年間のツキノワグマの有害捕獲申請件数は、2地区合計4件でありましたが、平成25年度は0件で
した。また、設置地区においては、目撃情報も減少し人的被害の未然防止に繋がりました。

 　・恒久電気柵　約1.8ｈａ
 　・簡易電気柵　約3ｈａ

　捕獲鳥獣の前処理施設の設置

　捕獲した有害鳥獣を焼却処分するために、前処理を行う施設を大戸町黒森地区に設置したことにより、周
辺住民への影響が軽減されました。

　・前処理施設　1棟（組立ハウス 19.44㎡、軽量鉄骨造、平屋建）



【汗動・協働・創造枠】 （単位：千円）

款 　７款　商工費

事業名
桜咲く会津キャンペーン事業費

担当課 　商工課

決算額

財源内訳

国県支出金 寄附金 一般財源

9,270 9,270

説　　　　　明

○

・商談会の実施

開催場所：鶴ヶ城体育館

開催内容：会津地域内企業とイオングループバイヤーとの商談会

・会津産食材を使用したメニュー開発の実施

内容：イオングループの外食部門及び同志社女子大学と連携し、会津産の米・野菜・味噌・

 はちみつをふんだんに使用した「八重御膳」を開発し、全国販売しました。

・商談会後の各種フォローアップなど

・イオン株式会社との「地域貢献協定」締結を実現

・農商工連携の推進　　：会津管内のＪＡや農業者グループ、卸売業が連携し、イオングループへこ

　　 れまでに取引のない農産物の供給を開始しました。また、会津の伝統的な

　　 醸造技術や企業独自の技術を活用した加工食品の開発が促進されました。
・新たな経済活動の推進：「地域貢献協定」を活かした継続的な全国への流通販売等により、地域外

  での経済活動の活性化を図るとともに、地域内に取り込んだ民間資金を再

  投資させる新たな仕組みづくりが促進されました。

（桜咲く会津フェスタ2013実行委員会負担金）

復興基金
繰入金

震災復興
特別交付税

　ＮＨＫ大河ドラマの放映により本地域に全国から注目が集まるタイミングを活かし、東日本大震災
からの復興と原子力発電所事故による風評の払拭を図るため、流通大手企業と提携し、各種事業を展
開しました。

[事業実績]

・全国のイオングループ13店舗において会津フェスタを開催

実施期間：平成25年4月～平成26年3月

開催内容：トップセールス、催事、郷土芸能披露、観光ＰＲ、地域産品の試食ＰＲなど （全13回）

開催地域：北海道1店舗、東北2店舗、関東7店舗、東海1店舗、関西2店舗

開催日：平成25年4月19日

参加企業：会津地域内企業70社、イオングループバイヤー約100名

[事業成果]
・会津フェスタへの集客数：約230万人

・販路拡大：取引企業件数 延べ27社（食品加工業、酒造業など）



【汗動・協働・創造枠】 （単位：千円）

款 　７款　商工費

事業名
中心市街地活性化事業費

（まちなか賑わい協働事業負担金）

担当課 　商工課

決算額

財源内訳

国県支出金 寄附金 一般財源

1,250 1,250

説　　　　　明

○

・交流事業 まちなか歩き、商店街等との意見交換会

・具現化事業 【会津まちづくり応援隊主催事業】

①まちなか賑わいツアー（まちなか博覧会事業）

実施場所　野口英世青春通り、大町四ツ角、七日町通り、会津ふれあい通り

② Ａ看板による魅力の発信・案内（まちなか誘導デザイン事業）

実施場所　野口英世青春通り、大町四ツ角、七日町通り、会津ふれあい通り、本町通り

③ まちなかファミリーフェスタ（子育て支援事業）

実施場所　神明通り、會津稽古堂　ほか

・情報発信事業 ミニコミ誌、ホームページ、ＳＮＳによる活動情報の発信

・講師 杉谷第士郎氏（鳥取県米子市中心市街地活性化協議会タウンマネージャー）

・協力 独立行政法人　中小企業基盤整備機構

・実施回数 ・受講者数 ・起業創業者数

復興基金
繰入金

震災復興
特別交付税

　市民協働によるまちなかの賑わいづくりに向けて、市民を中心とした「会津まちづくり応援隊」に
より策定された「まちなか賑わいづくりプロジェクト」の実現に向け、会津まちづくり応援隊が商店
街や関係機関、行政等と連携した取り組みを行いました。

1．賑わいづくりプロジェクト事業

　商店街やまちづくり団体との意見交換や、賑わいづくりプロジェクトに掲げた事業の具現化に向
けたイベントや情報発信を行いました。また、広場の活用や路地裏の魅力づくりなど、商店街やま
ちづくり団体により具現化された事業もありました。

実施時期　平成25年6月～11月

実施回数　6回

実施時期　平成25年6月29日、30日 参加者数　43人

実施時期　平成25年6月、8月

実施時期　平成26年3月2日 参加者数　1,000人

2．リーダー育成事業

　まちなかの賑わいづくりに向けて、関係する団体等と連携を図りながら自ら事業の企画立案、運
営を行う人材の育成と、若者や女性の起業・創業の支援を図りました。

計8回 15名 4名

3．中心市街地活性化基本計画策定への意見の反映

　会津まちづくり応援隊が策定した「まちなか賑わいづくりプロジェクト」が、第2期会津若松市
中心市街地活性化基本計画の策定作業において大きな役割を果たしました。



【汗動・協働・創造枠】 （単位：千円）

款 　７款　商工費

事業名
頑張るものづくり企業支援事業費

（頑張るものづくり企業支援事業実行委員会負担金）

担当課 　企業立地課

決算額

財源内訳

国県支出金 寄附金 一般財源

1,600 1,600

説　　　　　明

○

・開催日

・開催場所 会津アピオスペース　展示ホール／大会議室

・出展者

・来場者数

・開催日

・開催場所 ハイテクプラザ会津若松技術支援センター

・出展企業

・その他

・開催日

・開催場所 東京ビッグサイト
・出展者

・来場者数

①全体

②出展ブース

・商談件数

①見積件数
②取引件数

復興基金
繰入金

震災復興
特別交付税

　会津若松市、喜多方市、会津坂下町、会津美里町、湯川村、会津若松商工会議所、会津産業ネット
ワークフォーラムの行政及び民間が一体となって実行委員会を組織し、ものづくり企業の連携、交流
促進や販路拡大を図りました。

[事業内容]

　本市で展示会を開催し、会津地域ものづくり企業間の相互理解を促進することで、地域内での取引
拡大を図るとともに、首都圏の展示会へ出展し、会津地域のものづくり技術のＰＲ、ビジネスマッチ
ングの機会創出により販路拡大を図りました。
　また、トヨタ向け企業プレゼン会を開催し、トヨタ自動車東日本㈱現調化センターの調達担当部署
に会津ものづくり企業の製品及び技術力のプレゼンを行い、取引につなぐ機会を図りました。

1．企業間交流促進事業

(1)　会津地域ものづくり企業展示交流会

平成25年10月2日

45社・団体

373人（一般：135人、高校生130人、出展社108人）

(2)　企業技術展示プレゼン会（トヨタ向け企業プレゼン会）

平成25年10月25日

12社

会津地域企業2社の「企業変革成果発表会」と講演会

取引強化 1件、これを機に後日プレゼン実施 2社

2．首都圏展示会共同出展事業

○　第17回　機械要素技術展

平成25年6月19日～平成25年6月21日

6社

76,701人（主催者発表）

408人（名刺交換数）

21件
 3件



【汗動・協働・創造枠】 （単位：千円）

款 　７款　商工費　

事業名
観光振興事業費

（会津十楽ｉｎサムライシティーあいづ負担金）

担当課 　観光課

決算額

財源内訳

国県支出金 寄附金 一般財源

3,000 3,000

説　　　　　明

○

・開催会場　鶴ヶ城本丸

武士（もののふ）精神を基調とした文化講演会を開催しました。

・講　師　　中村彰彦氏

・テーマ　　「会津武士道精神について　蒲生氏郷から山川健次郎まで」

・開催会場　福島県立博物館

復興基金
繰入金

震災復興
特別交付税

　東日本大震災及び原子力発電所事故に伴う風評等の影響により減少した観光客の回復に向け、サム
ライシティプロジェクト実行委員会へ負担金を交付し、風評の払拭に取組みました。

[事業内容]
　蒲生氏郷公が物産販売と文化的技量の発表の場として実施していた「十楽」を現代風にアレンジし、
歴史的な背景を含めた新たな観光資源を創出することで、県内外からの観光誘客を図りました。

[実施事業]
1．鶴ヶ城公園やその周辺を会場に、サムライシティーとしての演出を施した会津の物産販売を開

催しました。

・会津十楽　　平成25年9月14日～16日　　　　 

・会津十楽in鉄道の日　　平成25年10月14日　　　

・伝統の技体験フェア　　平成25年10月26日～27日 

・会津十楽in秋の収穫祭　　平成25年11月23日～24日 

・会津十楽in会津絵ろうそくまつり　　平成26年2月7日～8日 

・会津十楽inプロジェクションマッピング　　平成26年3月15日～16日、21日～23日

2．戦国・幕末をコンセプトとした、時代衣装を活用したイベント「戦幕フェスティバル」を開催
しました。

・開催日　平成25年9月14日　　　　　　　

3．

・開催日　　平成26年3月21日　　　　　　　



【汗動・協働・創造枠】 （単位：千円）

款 　７款　商工費

事業名
観光振興事業費

（復興支援感謝祭負担金）

担当課 　観光課

決算額

財源内訳

国県支出金 寄附金 一般財源

700 700

説　　　　　明

○

・ 開催日

・ 会場 鶴ヶ城本丸内

・ 支出先　復興支援感謝祭実行委員会

巨大バルーン製の起き上がり小法師を設置し、感謝や応援のメッセージを貼り付け展示しました。

鎧の着付け体験、赤ベコや絵ろうそくの絵付け体験を実施しました。

復興基金
繰入金

震災復興
特別交付税

　東日本大震災に対する支援や会津若松市を訪れる多くの方々に感謝の気持ちを表すとともに、元気
で安全な会津の姿を発信することを目的として、「復興感謝祭～ありがとうまつり～」を開催しまし
た。

[事業概要]

平成25年9月28日（土）～29日（日）

[実施内容]

1．「ありがとなし～絆ひろば～」

2日間で約1,000人が来場しました。

2．「よってがんしょ～復興感謝市～」

会津ならではの飲食ブースや地産地消ブースなど16店舗が出店しました。

3．「やってみらんしょ～体験ひろば～」



【汗動・協働・創造枠】 （単位：千円）

款 　７款　商工費

事業名
戦略的観光復興事業費

（会津若松観光物産協会特別負担金）

担当課 　観光課

決算額

財源内訳

国県支出金 寄附金 一般財源

30,000 2,000 28,000

説　　　　　明

○

【教育旅行実績】

　冬期間を対象に人数に応じた助成を旅行エージェントに対して実施しました。

・開催場所　芦ノ牧温泉　丸峰観光ホテル

復興基金
繰入金

震災復興
特別交付税

　東日本大震災及び原子力発電所事故に伴う風評被害等の影響により激減した観光客の回復に向け、
会津若松観光物産協会へ負担金を交付し、風評の払拭に取り組みました。

1．教育旅行対策事業 5,324千円

　各県の教育関係者に対しての要請活動を行うとともに、各所で「あいづっこ懇談会」を実施する
ことで、教育旅行についてのＰＲ活動や食に関するアレルギーに対する調査等を行い、積極的な誘
致活動を展開しました。
　また、跡見学園女子大学のインターンシップ事業を継続し、学生の受入を行いました。

平成24年度 県外　210校　県内　356校　合計　566校

平成25年度 県外　369校　県内　417校　合計　786校

【平成25年度要請活動実績】

学校関連　501件　　　旅行エージェント関連　69件

【平成25年度あいづっこ懇談会開催実績】

対象：千葉県印旛郡地区小中学校長等　ほか3件　

2．旅行エージェント助成金事業　　　　5,500千円

・対象期間　平成25年11月20日～平成26年3月31日
・実績数　53件（19,056人）

3．福島・会津現地研修会 1，956千円

　首都圏近郊の旅行会社を招待し、今後の観光会津をPRするため、現地研修会を福島県、極上の会
津プロジェクト協議会と共同で実施しました。

・開催日　平成25年11月27日

・参加者　約100名（首都圏エージェント約40名）

4．八重の桜関連事業 1，220千円

　「八重の桜提灯」を作成し、まちなかの雰囲気醸成を図るとともに、まちなかのＰＲ情報を表示
した「丸うちわ」を作成し、大河ドラマ館や案内所などで配布することで、まちなか周遊に結びつ
けました。

八重の桜提灯　100個

丸うちわ　　　70,000枚

5．バナー広告による誘客宣伝事業 1，984千円

　ネットエージェントによる予約及び観光宣伝を図るため、東山・芦ノ牧温泉と共同で実施しまし
た。

・るるぶトラベル　　平成26年3月1日～平成26年3月30日　　等



【主な広告媒体】

ことりっぷ

款 　７款　商工費

事業名
便益施設整備事業費

（飯盛山トイレ改修補助金）

担当課 　観光課

決算額

財源内訳

国県支出金 寄附金 一般財源

21,675 21,675

説　　　　　明

○

事業名 事業概要 事業費 補助額

飯盛山トイレ改修工事

公益財団法人会津弔霊義会

6．観光宣伝事業 3，780千円

　女性に人気のある小冊子「ことりっぷ」に女子旅として、市内各所の観光スポットを掲載し、宣
伝を図るとともに、旅行商品「東武の会津」とも連携し、東武トラベル各店舗に設置することで観
光客の誘客に結び付けました。

Mon mo[モンモ]2014早春号

NHK大河ドラマ・ストーリー八重の桜　後編・完結編

復興基金
繰入金

震災復興
特別交付税

　本市の観光振興を図るうえで、観光客の利便性の向上は重要であることから、公益財団法人会津弔
霊義会が設置した飯盛山トイレの老朽化に伴う改修にあたり、改修費用の一部について補助金を交付
しました。

[補助対象事業]

・下水道測量、設計
・トイレ改修工事　等

24,085千円 21,675千円

[支出先]



【汗動・協働・創造枠】 （単位：千円）

款 　７款　商工費　

事業名
観光誘客メディア戦略事業費

担当課 　観光課

決算額

財源内訳

国県支出金 寄附金 一般財源

48,162 48,162

説　　　　　明

○

・

・

・

・

・

「会津侍 若松っつん」専用ホームページを開設し、観光情報の発信を実施しました。

・

○ 会津まつりでのプロモーション

・ 内　容　　会津藩公行列のリポートを中心とし、会津まつり期間中にホームページ及び

フェイスブックのＰＲ活動を実施し、来場者へフェイスブックへの登録を呼び

かけました。

・

・ 会　場　　鶴ヶ城本丸ほか、藩公行列ルート

復興基金
繰入金

震災復興
特別交付税

　大河ドラマ「八重の桜」の放送終了後も本市への関心度を維持・継続し、観光振興・地域経済の活
性化を図るために、宣伝効果が高く、新たな客層の取り込みも期待できるメディア（シネマコンプレ
ックス）を活用した誘客宣伝活動を実施しました。
　また、ＰＲキャラクターとして「会津侍 若松っつん」を制作し、多くの場面で活用することで誘客
宣伝についての相乗効果を図りました。

1．「会津侍 若松っつん」を主人公としたショートムービーを作成し、全国のイオンシネマにて本
編上映前に上映し、会津若松の観光情報発信に努めました。

・観光誘客ＰＲ映像制作・上映等業務委託　36,540千円

・上映実績　平成25年7月1日～平成26年3月31日

　（参考：平成26年度事業）

　　上映期間　平成26年4月1日～平成26年6月30日

[上映内容]

第1話「起き上がり小法師」編　平成25年7月1日～8月30日上映　

第2話「名物に美味いものなし」編　平成25年8月31日～11月1日上映

第3話「猫駅長」編　平成25年11月2日～平成26年1月3日上映

第4話「小原庄助さん」編  平成26年1月4日～2月28日上映

第5話「世界デビュー」編  平成26年3月1日～3月31日上映

　（参考：平成26年度事業）

　第5話「世界デビュー」編  平成26年4月1日～5月2日上映

　第6話「ＰＶを作ろう」編　平成26年5月3日～6月30日上映

2．

観光誘客メディア戦略事業ホームページ制作・管理運営等業務委託　5,040千円

[実績]

・専用ホームページアクセス数　129,330件　平成25年7月1日～平成26年3月31日

・専用フェイスブック「いいね」フォロー数　2,653件　平成26年3月31日現在　

3．観光キャンペーン活動を企画・運営し、あわせて活動内容を撮影した映像を記録・編集し、専
用ホームページ及びYouTubeを媒体として本市の魅力を発信しました。

・観光誘客メディア戦略事業プロモーション業務委託　4,051千円

・プロモーション用若松っつんフィギュア制作業務委託　893千円

実施日　　平成25年9月23日　



○ イオンシネマ等でのプロモーション

・ 内　容　　大型商業施設及び劇場において観光ＰＲ活動を実施しました。

実施日　 会場

イオンモール京都五条店

イオンシネマ高の原店

イオンシネマ千葉ニュータウン及びイオンシネマ浦和美園

イオンシネマ板橋及びイオンシネマ港北ニュータウン

イオンモール越谷レイクタウン

平成25年7月20日

　　　　7月21日　

　　　　8月17日　

        8月18日　

　　　　9月14日　



【汗動・協働・創造枠】 （単位：千円）

款 　７款　商工費

事業名
温泉地域活性化推進事業補助金

（震災復興特別分）

担当課 　観光課

決算額

財源内訳

国県支出金 寄附金 一般財源

10,000 10,000

説　　　　　明

○

補助団体 東山温泉観光協会 芦ノ牧温泉観光協会

震災復興特別分

復興基金
繰入金

震災復興
特別交付税

　東山・芦ノ牧両温泉地域の活性化及び観光振興を促進するため、平成25年度についても震災復興
特別分として、震災復興のための事業に対する補助金を交付しました。

【誘客宣伝事業】
・地方及び県外広告媒体を活用し、誘
　客を目指した温泉の広告を行いまし 
  た。
・来客者の利便性やふくしまデスティ
　ネーションキャンペーンプレキャン
　ペーンを見据え「温泉街散策絵図」
　を作成しました。
・東山温泉、芦ノ牧温泉、会津若松観
　光物産協会が共同でインターネット
　旅行予約サイトにおいてバナー広告
　を掲載し、アンケート調査等集客活
　動を行いました。

【活性化推進事業】
・温泉街の景観形成や安全性の面から
　廃旅館の現状調査を行い、東山温泉
　関係者と清掃、除草作業を実施しま
　した。

【誘客宣伝事業】
・利用者の減少により運行の中止を余
　儀なくされていたアシノマキバオー
　号について、地域の2次交通の必要
　性の観点から運行を行い、観光客の
　入込回復に努めました。

事業費5,034千円・補助額5,000千円 事業費9,522千円・補助額5,000千円



【汗動・協働・創造枠】 （単位：千円）

款 　７款　商工費

事業名
「八重の桜」プロジェクト事業費

（市「八重の桜」プロジェクト協議会負担金）

担当課 　観光課

決算額

財源内訳

国県支出金 寄附金 一般財源

70,756 31,684 1,000 183

説　　　　　明

○

復興基金
繰入金

震災復興
特別交付税

※上記財源内訳の他、観光施設事業特別会計繰入金　37,889千円

　大河ドラマ「八重の桜」の放送に合わせて、官民一体となったプロジェクト推進組織である会津若
松市「八重の桜」プロジェクト協議会へ負担金を支出し、大河ドラマ館の開館や観光誘客、受け入れ
体制の充実等、「ハンサムウーマン 八重と会津博」の開催によるさまざまな事業展開を図りました。

1．市民参加事業

　市民参加の機運醸成を目指し、市民向け講演会等の実施や「八重の桜」最終回パブリックビュー
イングや、大河ドラマ館市民招待デーを設けました。
　また、八重のふるさと会津を市民一人ひとりからPRできる「ひとり1発信運動」のためのはがき
を市政だよりに掲載し、青少年に対する機運醸成のため、副読本の作成や紙芝居の実施により、八
重の認知度向上を図りました。
　また、ハンサムウーマン八重と会津博の象徴となるよう、新種の桜「はるか」を鶴ヶ城に植樹し
ました。

2．大河ドラマ館事業

　「八重の桜」に登場する新島八重や幕末の会津の歴史を、見て、聞いて、触れるエンターテイメ
ントスペース「ハンサムウーマン　八重と会津博　大河ドラマ館」を平成26年1月14日に閉館し、
平成25年1月12日の開館からの来場者は、611,558人となりました。

3．関連イベント事業

　各観光施設との連携や、様々な主催、共催、後援イベントを、関連イベント事業として展開し、
情報発信等を行いました。

4．誘客宣伝事業

　新島八重を中心とした会津の魅力を全国に向けて発信するため、ポスター、パンフレット等の作
成・配布を行うとともに、全国各地でのキャラバン参加等により、幅広い宣伝活動、誘客拡大を図
りました。

5．物販事業

　地場産品のPRとお客様へ買物の楽しみを提供するため、大河ドラマ及び会津の物産を扱うアンテ
ナショップ「ありがとなし」を設置しました。
　また、公式オリジナルグッズの企画、販売等を通し、事業全体の盛り上げを図りました。

6．受け入れ事業

　大河ドラマ関連のロケに関する情報提供やロケ支援を行うとともに、観光客の受け入れ体制の充
実を図るため、駐車場の確保、渋滞緩和対策に努めました。さらに、心のこもった地元のおもてな
しの提供を充実させるため、まちかどで出会える「ハンサムウーマン」事業により、会津地域の店
舗・事業所等から、他人に負けないハンサムポイントを所持した女性をハンサムウーマンとして認
定し、まち歩き観光の推進に努めました。



【汗動・協働・創造枠】 （単位：千円）

款 　１０款 教育費

事業名
あいづっこ人材育成プロジェクト事業費

担当課 　学校教育課

決算額

財源内訳

国県支出金 寄附金 一般財源

10,288 10,288

説　　　　　明

○

復興基金
繰入金

震災復興
特別交付税

　会津の優れた先人に憧れ、学び、故郷会津に誇りを持つ人材の育成を目指し、放課後等に個別指導
を行う「基礎力アップ大作戦」や、中学生をゆかりの地に派遣する「会津ジュニア大使」などの様々
な事業を実施し、子どもたちの可能性を一層引き出す学びの場や、心に残る感動の場を提供しました。
　
・実施事業及び児童生徒の参加人数等

①　わくわく理科実験教室　　
　　実施日：平成25年11月12日　参加人数：1,385名
　・米村でんじろう博士による理科実験教室を會津風雅堂で開催。参加した中学生からは「日常生活
　　は科学であふれていることがわかった。」「理科を好きになった。」などの声が寄せられ、理科
　　に興味を持たせるきっかけづくりとすることができました。
　　　　　　　　　　
②　先輩アスリートから学ぶ～トップランナーへの道～
　　実施日：平成25年6月30日     参加人数：220名
　・新しく完成した陸上競技場を会場に一流講師を招き、直接指導を受け、技術向上を図りました。
　　子どもたちにトップクラスのアスリートの走りを実際に見せることで、競技に対する意欲を持た
　　せることができました。

③　基礎力アップ大作戦
　　実施期間：夏季休業中～3学期　のべ参加人数：16,754名
　・夏休みや放課後等の時間に退職教職員や大学生等のサポートティーチャーによる個別指導を実施
　　することにより、きめ細やかな個に応じた指導ができ、生徒たちの基礎力のアップを図ることが
　　できました。また、不登校傾向の解消にも効果をあげました。
　　　　
④　～会津魂を学ぶ～會津藩校日新館へ行こう！！
　　実施日：平成25年7月～8月（8日間）　参加人数：458名　　
　・日新館での集団研修を通して、子どもたちが本市に脈々と受け継がれている精神を学びました。
　　あらためて会津の教育の歴史を体感させるとともに、複数の学校同士の交流も図ることもできま
　　した。

⑤　こころのふるさと会津～郷土を学ぶ～　
　　実施期間：平成25年5月下旬～平成26年3月上旬　参加人数：1,508名
　・郷土の歴史研究者等を各小中学校に招き、会津の歴史を学ぶことで、身近な会津の歴史をより詳
　　しく理解し、ふるさと会津に誇りをもたせることができました。

⑥　会津ジュニア大使～会津の元気を全国に発信～
　　実施日：平成25年7月20日～22日　　参加人数：28名
　・中学生をゆかりの地（京都市）に派遣し、地元中学生との交流やショッピングモールでのグルー
　　プでの発表を通して、全国に向けて会津の元気を発信することができました。また、この活動を
　　通してあらためて、ふるさと会津のよさを認識することができました。



【汗動・協働・創造枠】 （単位：千円）

款 　１０款　教育費

事業名
コミュニティ活性化のためのＩＣＴ生涯学習推進事業費

担当課 　生涯学習総合センター

決算額

財源内訳

国県支出金 寄附金 一般財源

1,042 1,042

説　　　　　明

○

主な事業内容

・親子で学ぶメディアリテラシー

（小学生とその保護者を対象としたＩＣＴ全般の初歩的学習）

・メディア活用塾

（テレビ・新聞等の既存メディアと、インターネット等近年のメディアとの違い、
特性理解と利活用の学習）

・あいべあ活用塾

（あいべあをとおして、ＳＮＳの特性・基礎知識の学習）

復興基金
繰入金

震災復興
特別交付税

　生涯学習の中心施設である「會津稽古堂」において、情報政策課や本市のＩＣＴをリードする会津
大学などと連携を図りながら、ＩＣＴに関する講座を開催し、その成果を実生活への利用へと誘導す
ることで、コミュニティを活性化し、生涯にわたり学び続ける活力に満ちた会津若松市づくりが出来
るよう取り組みました。
　平成25年度は、ＩＣＴに関する講座を3つ実施し、講座の参加者より、会津大学教授や学生の説明が
分かりやすい、説得力があるなど講座内容を評価する声を数多くいただきました。講座を開催するこ
とにより、市民自らＩＣＴの利活用の重要性、誤った使い方による危険性を学ぶ場を提供することが
できました。
　また、すべての講座で情報機器を使用するため、新たに機器をリースしているところですが、講座
の開催がないときには、他部署へ貸出しを行い情報機器の有効活用を図っています。



【汗動・協働・創造枠】 （単位：千円）

款 　１０款 教育費

事業名
復興シンボル・スポーツイベント支援事業費

（鶴ヶ城ハーフマラソン大会実行委員会負担金）

担当課 　スポーツ推進課

決算額

財源内訳

国県支出金 寄附金 一般財源

12,000 1,900 10,100

説　　　　　明

○

実施大会名：鶴ヶ城ハーフマラソン大会

※ 北海道、三重、東京、神奈川、京都、長崎などから参加

主な事業内容

・新陸上競技場を主会場とし、神明通り、鶴ヶ城など会津の魅力を活かしたコースの設定

・日本陸上競技連盟公認コースを取得し公認大会として開催（ハーフ部門）

　　 佐藤敦之選手（中国電力）　安西秀幸選手（日新食品グループ）・柏原竜二選手（富士通）

・富士通陸上競技部　ランニング教室の開催

　　 富士通陸上部　福嶋正監督、柏原選手、高嶺選手が前日イベントとして陸上教室を開催

・特別宿泊パック

　　

・県外への広報活動

近県のマラソン大会、関東のスポーツクラブなどへ要項の配布

ホームページ・フェイスブックを活用しリアルタイムで大会情報を発信
テレビ、新聞、ランニング雑誌、インターネットなどでも広告掲載

・県外参加者へのサービス

クーポン付きガイドブックの作成

・

・

復興基金
繰入金

震災復興
特別交付税

　第25回大会は新陸上競技場をメイン会場にハーフマラソン大会としてリニューアルを行い、市の「復
興シンボルスポーツイベント」としての位置づけのもと盛大に開催し、会津の安全・安心・元気を全
国に発信しました。
　マラソンを通して、参加者相互の親睦を深め、体力の維持・向上及び健康増進を図るとともに、会
津若松市のシンボル「鶴ヶ城」に親しむ良い機会を提供するため、広く全国に広報を行いました。
　その結果、全国より過去最高の5,455人の参加者があり復興に向けての本市のイメージの向上ととも
に、スポーツ振興を図ることができました。 　 　

参加者数：5,455人（前回大会:4,366名）

参加状況：県外882人（前回354人）、県内1,203人、会津管内809人、市内2,561人

・大会ゲスト5名が前日開会式、当日イベントに参加

越尾さくら（歌手）　M高史（ものまね芸人）　

※30名の参加

市旅館ホテル組合と協力し、参加者向けの宿泊パックを新設（233泊利用）

地元飲食店の協賛クーポン付きガイドブック1,000冊を作成

市外の参加者へ配布を行うことで、会津の観光、食のPRを展開



主要な施策の成果（特別会計）



会津若松市国民健康保険特別会計

２款 保険給付費 （単位：千円）

事　業　名
決算額

財源内訳

（担当課） 国県支出金 地方債 その他 一般財源

保険給付費
8,638,118 2,727,112 2,771,813 3,139,193

（国保年金課）

説　　　　　明

○

事　業　名 内　訳 金　額

一般被保険者療養給付費 現物給付 6,895,579千円

退職被保険者等療養給付費 現物給付 709,287千円

一般被保険者療養費 現金給付 31,587千円

退職被保険者等療養費 現金給付 9,572千円

一般被保険者高額療養費 現物・現金給付 805,931千円

退職被保険者等高額療養費 現物・現金給付 106,356千円

出産育児一時金 108 件 44,133千円

葬祭費 194 件 5,820千円

その他 29,853千円

合　計 8,638,118千円

３款 （単位：千円）

事　業　名
決算額

財源内訳

（担当課） 国県支出金 地方債 その他 一般財源

後期高齢者支援金等
1,787,882 805,520 789,371 192,991

（国保年金課）

説　　　　　明

○

事　業　名 金　額

後期高齢者支援金 1,787,734 千円

後期高齢者関係事務費拠出金 148 千円

合　計 1,787,882 千円

　国民健康保険法に基づく医療給付事業（現物給付・現金給付）を行い、被保険者の健康保持を図
るとともに、高額療養費の給付により被保険者負担の軽減を図りました。
　また、出産育児一時金の給付により妊産婦及び乳幼児の健康増進を図るとともに、葬祭費の給付
を行うことで葬祭費用負担の軽減を図りました。

後期高齢者支援金等

　高齢者の医療の確保に関する法律に基づき、後期高齢者医療制度に関して、医療費及び事務費等
を拠出しました。



６款 介護納付金 （単位：千円）

事　業　名
決算額

財源内訳

（担当課） 国県支出金 地方債 その他 一般財源

介護納付金
855,459 428,516 426,943

（国保年金課）

説　　　　　明

○ 　介護保険法に基づき、介護納付金を支出しました。

事　業　名 金　額

介護納付金 855,459千円

８款 保健事業費 （単位：千円）

事　業　名
決算額

財源内訳

（担当課） 国県支出金 地方債 その他 一般財源

保健事業費
114,679 40,245 74,434

（国保年金課）

説　　　　　明

○

事　業　名 内  容 金　額

国民健康保険制度パンフレット購入 1,471千円

ヘルシー弁当推奨事業 サンプルメニュー考案 42千円

医療費通知 5,142千円

特定健診等委託（集団健診） 34,943千円

特定健診等委託（施設健診） 58,516千円

その他 14,565千円

合　計 114,679千円

　国民健康保険証や高齢受給者証の更新時にあわせてパンフレットを配布し、国民健康保険制度の
更なる周知を図りました。
　食を通じた健康づくりの推進を図るため、野菜多め、塩分控えめの弁当（ヘルシー弁当）のサン
プルメニューを考案し、ヘルシー弁当の普及を図りました。
　また、福島県保健衛生協会及び会津若松医師会に委託し、特定健康診査を実施しました。

受診者　3,755人

受診者　6,985人



会津若松市湊町簡易水道事業特別会計

１款 水道事業費 （単位：千円）

事　業　名
決算額

財源内訳

（担当課） 国県支出金 地方債 その他 一般財源

簡易水道の維持管理に要する経費
3,428 3,428

（健康増進課）

説　　　　　明

○

給水人口 239人

給水件数 97件

有収水量 21,058㎥

　健康で快適な生活を送ることができるように、効率的かつ健全な業務運営を行い、生活用水・その
他の浄水を供給しました。



会津若松市西田面簡易水道事業特別会計

１款 水道事業費 （単位：千円）

事　業　名
決算額

財源内訳

（担当課） 国県支出金 地方債 その他 一般財源

簡易水道の維持管理に要する経費
2,258 2,258

（健康増進課）

説　　　　　明

○

給水人口 230人

給水件数 62件

有収水量 34,172㎥

営繕費
1,469 1,469

（健康増進課）

説　　　　　明

○

・施設修理

・西田面配水池門扉取替外修繕工事 162千円

　 　 　

・業務委託

　

・西田面配水管布設替測量業務委託 1,307千円

　健康で快適な生活を送ることができるように、効率的かつ健全な業務運営を行い、生活用水・その
他の浄水を供給しました。

　安心して飲める水を安定して供給するために施設修理及び配水管布設替を行うための測量委託を行
いました。

1件

1件



会津若松市観光施設事業特別会計

１款 総務費 （単位：千円）

事　業　名
決算額

財源内訳

（担当課） 国県支出金 地方債 その他 一般財源

一般管理運営費
232,531 3,801 228,730

（観光課）

説　　　　　明

○

・ 開催日

・ 支出先　　鶴ヶ城体験事業実行委員会

・

○

・ 開催日

・ 支出先　　会津鶴ヶ城歴史ウォーク実行委員会

・

○

２款 若松城天守閣費 （単位：千円）

事　業　名
決算額

財源内訳

（担当課） 国県支出金 地方債 その他 一般財源

若松城天守閣管理運営費
7,707 7,707

（観光課）

説　　　　　明

○ 　天守閣内に展示するための文化財を借用し、その謝礼金を支出しました。

・

・

○ 　天守閣リニューアルに向け、有識者等による天守閣リニューアル検討会を行いました。

・

・

○ 　天守閣内の展示品の万一の備えとして、動産総合保険に加入しました。

・

・

○ 　天守閣リニューアルの検討資料として、天守閣入場者動態調査を行いました。

・

・ 委託名　若松城天守閣動態調査業務委託

　「鶴ヶ城ぐるっと探検隊事業」として、主に市内小中学生を対象に、鶴ヶ城を舞台としたオリエ
ンテーリングを実施し、城の持つ意味や成り立ち等歴史を学習する機会を提供し、郷土愛の醸成に
努めました。また、会津の修練場「武徳殿」において、座禅や「什の掟」に関する講話などの体験
事業を実施し、会津武士の教えの理解啓蒙に努めました。

平成25年10月20日（日）　

負担金　　1,000千円

　会津のシンボルである「鶴ヶ城」の領主にスポットをあて、その領主ゆかりの地をコースとし、
本市をはじめとした会津の歴史・文化に触れる機会を提供するウォーキング大会を開催しました。

平成25年7月6日（土）

負担金　　500千円

　若松城整備等基金積立金　227,758千円

報償費         2,230千円

文化財借用件数    34件（115点）

報償費　112千円

開催回数　5回

火災保険料（動産総合保険）  1,941千円

保険対象収蔵品        1,527点

委託料　2,350千円



３款 若松城整備費 （単位：千円）

事　業　名
決算額

財源内訳

（担当課） 国県支出金 地方債 その他 一般財源

史跡若松城跡ライトアップ委託経費
13,799 13,799

（観光課）

説　　　　　明

○

・ 史跡若松城跡ライトアップ業務

期　間

委託先 株式会社目黒工業商会

委託料

○

・ 史跡若松城跡紅葉ライトアップ業務

期　間

委託先 焔光景デザイン

委託料

　史跡若松城跡の石垣やお濠、桜などの樹木、廊下橋などを桜の開花期間にあわせ、節電に配慮し
ながらライトアップを実施し、夜間の魅力創出に努めました。

平成25年4月12日～5月6日

8,801千円

　秋の鶴ヶ城公園の魅力向上を図るため、紅葉期間に会津若松観光ルネッサンス協議会の「まちな
かライトアップ事業」と連携し、公園内のライトアップを行いました。

平成25年10月18日～11月10日

4,998千円



会津若松市下水道事業特別会計

１款 下水道事業費 （単位：千円）

事　業　名
決算額

財源内訳

（担当課） 国県支出金 地方債 その他 一般財源

建設改良事業費
884,092 320,991 473,200 71,212 18,689

（下水道課）

説　　　　　明

○

処理区
今年度 累計 全体 面積

整備面積 整備面積 計画面積 整備率

会津若松処理区 21.5ｈａ 1,520.5ｈａ 2,379.0ｈａ 63.9％

北会津北部処理区 0.0ｈａ 123.0ｈａ 123.0ｈａ 100.0％

河東処理区 4.0ｈａ 150.0ｈａ 216.0ｈａ 69.4％

合　　計 25.5ｈａ 1,793.5ｈａ 2,718.0ｈａ 66.0％

事　業　内　容 事　業　概　要 金　額

管埋設等工事 （汚水）Φ 649,485千円

（雨水）□ 1100×1000mm 26,250千円

その他の工事 公共汚水ます設置等 53,818千円

設計委託等 下水道管埋設工事に伴う実施設計委託等 67,262千円

変更認可計画等策定業務委託 16,590千円

下水浄化工場消化ガス発電設備実施設計 7,000千円

汚泥濃縮施設増設 37,000千円

補償費 水道管及びガス管等移設補償 22,156千円

下水道施設長寿命化事業費
41,704 21,680 11,700 1,335 6,989

（下水道課）

説　　　　　明

○

事　業　内　容 事　業　概　要 金　額

エアレーションタンク散気装置更新 23,000千円

設計委託等 6,000千円

管路施設長寿命化基本構想策定業務委託 12,704千円

  汚水管の幹線、枝線等の管路の整備等を実施することにより、供用区域の拡大に努めました。
　また、浸水被害の軽減を図るため、大町1号雨水幹線の整備に着手しました。

1.整備面積

2.主な事業

150～300mm Ｌ＝5,461.5ｍ

下水浄化工場建設
工事委託（Ｈ25～26）

他に次年度への繰越　282,800千円

  下水浄化工場の長寿命化を図るため、「下水浄化工場長寿命化計画」に基づき、設備の更新等に努
めました。
　また、管路施設の長寿命化計画の策定に向けた基本構想を策定しました。

下水浄化工場建設工事
委託（Ｈ25～26）

下水浄化工場実施設計作成業務委託
（汚泥脱水設備更新）



地方卸売市場事業特別会計

１款 地方卸売市場事業費 （単位：千円）

事　業　名
決算額

財源内訳

（担当課） 国県支出金 地方債 その他 一般財源

地方卸売市場事業費
145,921 37,483 108,438

（公設地方卸売市場）

説　　　　　明

○　市場運営の円滑化を図り、市場の健全な発展を目的として、施設の整備工事を実施しました。

工事名 金額

公設地方卸売市場冷蔵庫・加工施設空調設備改修工事 23,940千円

公設地方卸売市場青果棟受変電設備改修工事 1,866千円

合　計 25,806千円

○　生鮮食料品などの需給調整を図り、市民生活の安定を目的として市場運営を行いました。

〔青果部〕 （単位：ｔ）

区分 果物 野菜 加工

合計地場 896 3,223
747

移入 5,847 11,593

小計 6,743 14,816 747 22,306

〔水産物部〕 （単位：ｔ）

区分 鮮魚 太物 塩干 加工 冷凍 冷食 食品 合計

数量 1,497 172 1,464 3,301 648 2,484 2,053 11,619

〔花き部〕 （単位：千本・鉢）

区分 切花 枝物 鉢物 葉物 加工 その他

合計地場 610 21 49
152 157 16

移入 3,060 81 219

小計 3,670 102 268 152 157 16 4,365

〔関係業者〕

卸売業者 ・ 青果部 2社 ・ 水産物部 2社 ・ 花き部 1社

仲卸業者 ・ 青果部 4社 ・ 水産物部 4社 ・ 花き部 1社

関連事業者 8社

付属機関 2社

○

委員数 開催回数

　平成25年度の卸売取扱実績は下記のとおりです。

　公設地方卸売市場運営検討懇談会を開催し、市場の活性化に向けたより具体的かつ実効性のある施
策等について検討・とりまとめを行い、今後の市場運営の指針を定めました。

10名 5回



会津若松市扇町土地区画整理事業特別会計

１款 土地区画整理事業費 （単位：千円）

事　業　名
決算額

財源内訳

（担当課） 国県支出金 地方債 その他 一般財源

扇町土地区画整理事業費

619,071 194,921 370,400 53,208 542

説　　　　　明

○ 　土地区画整理事業の推進を図ることにより、良好な住環境の整備に努めました。

内　　　　　容 事　業　量 金　　　額

区　 画 　道　 路

宅 　地　 造　 成

公　　　　　　 園

そ の 他 の 工 事

他に次年度への繰越

内　　　　　容 事　業　量 金　　　額

物件調査及び補償額算定業務

測量及び設計業務

施行地区内維持管理

内　　　　　容 事　業　量 金　　　額

物件移転補償等

　2項　土地区画整理事業費

 (区画整理課）

1. 工事請負費

246.1ｍ 58,222千円

5,787.1㎡ 20,844千円

2,240.7㎡ 39,080千円

8,800千円

16,338千円

2．委託料

6件 8,293千円

3件 3,875千円

14,156千円

3．補償補てん及び賠償金

82件 461,213千円



会津若松市農業集落排水事業特別会計

１款 農業集落排水事業費 （単位：千円）

事　業　名
決算額

財源内訳

（担当課） 国県支出金 地方債 その他 一般財源

農業集落排水事業費
189,548 77,500 91,700 2,572 17,776

（下水道課）

説　　　　　明

○　北会津西部地区の汚水管整備を実施することにより、供用区域の拡大に努めました。

地　区
今年度 累計 全体 面積

整備面積 整備面積 計画面積 整備率

北会津西部地区 11.1 ｈａ 172.4 ｈａ 179.4 ｈａ 96.1 ％

事　業　内　容 事　業　概　要 金　額

管埋設等工事

設計委託等 管路施設工事実施設計業務委託等

1.整備面積

2.主な事業

管路施設Ｌ＝1,566.1ｍ、マンホールポンプ設置等 174,600千円

7,010千円



２款 保険給付費 （単位：千円）

事　業　名
決算額

財源内訳

（担当課） 国県支出金 地方債 その他 一般財源

保険給付費
9,276,310 3,714,386 2,692,130 2,869,794

（高齢福祉課）

説　　　　　明

○ 　介護サービス等諸費

・ 保険給付額

○ 　介護予防サービス等諸費

・ 保険給付額

○ 　高額介護サービス等諸費

　高額介護サービス費を給付し、被保険者負担の軽減を図りました。

・ 保険給付額

○ 　高額医療合算介護サービス等諸費

・ 保険給付額

○ 　諸費

・ 審査支払手数料

○ 　特定入所者介護サービス費

・ 保険給付額

会津若松市介護保険特別会計

　介護保険法に基づき、要介護者に対して介護給付事業を実施し、被保険者の福祉の向上を図りま
した。

8,127,971千円

　介護保険法に基づき、要支援者に対する予防給付事業を行い、被保険者の保健医療の向上、福祉
の向上を図りました。

625,912千円

146,621千円

　介護保険と医療保険の高額負担者に対して、高額医療合算介護サービス費を給付し、被保険者負
担の軽減を図りました。

15,637千円

11,626千円

　施設入所者の居住費と食費の自己負担化に対して、低所得の入居者に対して補足給付を行うこと
により負担の軽減を図りました。

348,543千円



３款 地域支援事業費 （単位：千円）

事　業　名
決算額

財源内訳

（担当課） 国県支出金 地方債 その他 一般財源

地域支援事業費
179,829 106,487 10,798 62,544

説　　　　　明

○ 　介護予防事業費

① 二次予防事業

② 一次予防事業

・ 介護予防教室    

・ 介護予防講座     

○

・

・ 寝たきり高齢者等紙おむつ等給付事業      
・ 老人福祉相談員事業      　　　　　　 　 
・ 生活援助員派遣事業            　　　　　

・ 認知症サポーター養成講座   

(高齢福祉課)

  要介護、要支援状態とならないよう虚弱な高齢者を対象とした二次予防事業と、すべての高齢者
を対象とした一次予防事業を実施し介護予防に取り組みました。

参加者 374人

247回開催

104回開催

  高齢者が住み慣れた地域で安心して生活が継続できるよう、7ヶ所の地域包括支援センターに委託
し、福祉や健康の増進を図りました。また、在宅で安心した生活が継続できるよう様々な事業を実
施しました。

地域包括支援センター事業 のべ相談件数   46,517件

給付者  　　　　　929人

訪問対象世帯  2,906世帯

派遣世帯　　　　 53世帯

参加者　　　　　　726人



個別生活排水事業特別会計

１款 個別生活排水事業費 （単位：千円）

事　業　名
決算額

財源内訳

（担当課） 国県支出金 地方債 その他 一般財源

個別生活排水事業費
109,982 19,792 77,700 6,755 5,735

（下水道課）

説　　　　　明

○

・主な事業

事　業　内　容 事　業　概　要 金  額

浄化槽設置工事

（内訳） 5人槽 11基

7人槽 31基

10人槽 5基

27人槽 1基

浄化槽電気設備工事 　市に移管 10人槽 1基

　浄化槽による生活排水処理を推進する必要がある地域において、計画的な整備を図るため、市が設
置主体となって浄化槽の整備を行いました。

　48基 104,440 千円

480 千円



会津若松市三本松地区宅地整備事業特別会計

１款 宅地整備事業費 （単位：千円）

事　業　名
決算額

財源内訳

（担当課） 国県支出金 地方債 その他 一般財源

三本松宅地整備事業費
6,014 6,014

（都市計画課）

説　　　　　明

○

内　　容 事　業　量 金　　額

除草業務委託

水質測定業務委託

土質調査業務委託

産業廃棄物収集運搬業務委託

産業廃棄物処分業務委託

内　　容 事　業　量 金　　額

環境整備工事

　北会津地域の均衡ある発展と地元経済の活性化のため、良好な田園環境と調和した区画数127区画
の住宅地分譲事業であり、平成20年度において完売した分譲地の維持管理等を行い、良好な宅地環境
の向上に努めました。

1．委託料

1件（Ａ＝814.0㎡） 133千円

2件 241千円

1件 378千円

1件（Ｖ＝51.0㎥） 584千円

1件（Ｔ＝61.5ｔ） 1,745千円

2．工事請負費

埋戻工Ｖ＝803.9㎥

2,844千円シールコンクリート工Ｖ＝1.8㎥

産業廃棄物分別工Ｖ＝340.0㎥



会津若松市後期高齢者医療特別会計

２款 後期高齢者医療広域連合納付金 （単位：千円）

事　業　名
決算額

財源内訳

（担当課） 国県支出金 地方債 その他 一般財源

後期高齢者医療広域連合納付金
1,116,998 1,116,998

（国保年金課）

説　　　　　明

○

事　業　名 金　額

後期高齢者医療保険基盤安定負担金 263,824千円

後期高齢者医療保険料等負担金 853,174千円

合　計 1,116,998千円

　福島県後期高齢者医療広域連合により運営されている後期高齢者医療制度の円滑な受診環境整備
のため、保険基盤安定負担金及び保険料を支出しました。



平成２５年度

平成２５年度の基金の運用状況について、地方自治法第２４１条第５項の規定により

提出する。

平成２６年９月４日

室 井 照 平会津若松市長

基金運用状況報告書



平　成　２５　年　度

会津若松市板橋好雄奨学資金貸与基金運用状況

○板橋好雄奨学資金貸与基金

区　　分 前年度末現在高 決算年度中増減高 決算年度末現在高

現      金 7,214,767円 △ 766,168円 6,448,599円

貸  付  金 4,665,000円 768,000円 5,433,000円

そ  の  他 0円 0円 0円

○第１表

基 金 積 立 状 況 基 金 貸 付 返 還 状 況

年 月 日 基 金 総 額
貸  付 返  還

件数 金  額 件数 金  額

20
円 円 件 円 件 円 円 円

11,859,897 9,079,277 0 0 21 600,000 9,704,897 2,155,000

21
円 円 件 円 件 円 円 円

11,870,195 9,704,897 0 0 22 870,000 10,585,195 1,285,000

22
円 円 件 円 件 円 円 円

11,875,033 10,585,195 4 2,000,000 20 255,000 8,845,033 3,030,000

23
円 円 件 円 件 円 円 円

11,877,750 8,845,033 2 1,000,000 19 170,000 8,017,750 3,860,000

24
円 円 件 円 件 円 円 円

11,879,767 8,017,750 2 1,000,000 16 195,000 7,214,767 4,665,000

25
円 円 件 円 件 円 円 円

11,881,599 7,214,767 2 1,000,000 25 232,000 6,448,599 5,433,000

　この基金は、地方自治法第241条第1項の規定に基づき、板橋好雄氏からの寄付金を奨学金に充てる
ことを目的として設置したものでありますが、平成２５年度の運用状況は次のとおりです。

年
度

前期末基金

現金残高

貸付返還後の

基金現金残高

貸 付 金

現 在 高

21.3.31
現　在

22.3.31
現　在

23.3.31
現　在

24.3.31
現　在

25.3.31
現　在

26.3.31
現　在



○第２表

年月日
基   金   管   理   状   況

備        考
現  金 銀行預金 貸 付 金 そ の 他 現金運用

25.4.1
円 円 円 円 円基金総額

0 7,214,767 4,665,000 0 0 11,879,767円

0 7,244,767 4,635,000 0 0
貸付 0件 0円

返還 3件 30,000円

0 7,264,767 4,615,000 0 0
貸付 0件 0円

返還 1件 20,000円

0 7,274,767 4,605,000 0 0
貸付 0件 0円

返還 2件 10,000円

0 7,284,767 4,595,000 0 0
貸付 0件 0円

返還 1件 10,000円

0 7,289,774 4,590,000 0 0
貸付 0件 0円

返還 1件 5,000円

普通預金預け入れ

利子分 7円

0 7,305,688 4,575,000 0 0
貸付 0件 0円

返還 2件 15,000円

定期預金預け入れ

利子分 914円

0 7,310,688 4,570,000 0 0
貸付 0件 0円

返還 1件 5,000円

0 7,332,688 4,548,000 0 0
貸付 0件 0円

返還 3件 22,000円

0 7,344,688 4,536,000 0 0
貸付 0件 0円

返還 2件 12,000円

0 7,408,688 4,472,000 0 0
貸付 0件 0円

返還 4件 64,000円

0 7,425,700 4,455,000 0 0
貸付 0件 0円

返還 3件 17,000円

普通預金預け入れ

利子分 12円

0 6,448,599 5,433,000 0 0
貸付 2件 1,000,000円

返還 3件 22,000円

定期預金預け入れ

利子分 899円

26.3.31 0 6,448,599 5,433,000 0 0
現在高 11,881,599円

25年 ４
月分

25年 ５
月分

25年 ６
月分

25年 ７
月分

25年 ８
月分

25年 ９
月分

25年 10
月分

25年 11
月分

25年 12
月分

26年 １
月分

26年 ２
月分

26年 ３
月分

26年３月末板橋好雄奨学資金貸与基金
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