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【汗動・協働・創造枠】 （単位：千円）

款 　２款　総務費

事業名
オープンデータ活用実証事業費

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

4,858 4,858

説　　　　　明

○

応募部門 応募件数 審査結果

アプリ・サービス部門

データ部門

アイデア部門

活動部門

合　計

【事業全体イメージ】

データインプット アウトプット（活用）

・行政データ ・コンテスト作品

・コンテスト応募データ ・ロケーションサービス

・ビーコン設置情報 ・音声（電話）配信

・車両走行情報 ・その他アプリ・サービス

・その他、地域のデータ

復興基金
繰入金

震災復興
特別交付税

　総務省による「ICT街づくり推進事業」として選定された「地域公共ネットワーク基盤構築事業」で
構築したICTサービスプラットフォーム「DATA for CITIZEN（以下「D4C」という。）」を地域の共通
基盤とし、地域住民、民間企業、大学等学術機関との連携・協働により、有益なデータやサービスの
創出に取り組みました。

1．オープンデータコンテスト

　D4C上のデータを活用したアイデアやサービスを募集するとともに、D4C上に登録する形で地域
のデータも募集しました。

15件 ・最優秀賞　1件 ○最優秀賞
〔受賞者〕
　会津大学 森野氏（学部2年）
〔受賞作品〕
　外国人向け買い物補助アプリ

9件 ・優 秀 賞　2件

36件 ・部 門 賞　4件

3件 ・奨 励 賞　4件

63件 

2．市内へのビーコン（無線発信機器）設置

　中心市街地周辺に5基設置し、位置情報等をオープンデータとしてD4Cで公開しました。
　設置した機器は、被災地支援を行う開発者のコミュニティとして全国的にも著名な「Hack For 
Japan」が主催する「Hack For Town in Aizu」等のハッカソンイベントで活用されました。今後
も同様のイベントでの活用が想定され、民間による位置情報を活用したアプリ・サービス開発の
誘発が期待されます。

3．車両走行情報の収集

　道路パトロール車及び市内循環バスの走行情報と位置情報を蓄積し、D4Cで公開しました。
　ビッグデータの蓄積による経年変化の分析活用等を継続するとともに、現在位置情報を活用す
ることで、リアルタイムロケーションサービス等公共交通への応用の可能性が生まれています。

4．音声伝達によるオープンデータ活用
　D4C上のデータを音声（電話）で配信し、ICTリテラシーのレベルに関わらず情報を取得する仕
組みの実証を行いました。
　実証実験の結果を受け、市内ベンチャー企業の正式サービスとしてリリースされました。

D4CD4CD4CD4Cをををを中心中心中心中心にににに展開展開展開展開

DATA for CITIZENDATA for CITIZENDATA for CITIZENDATA for CITIZEN



【汗動・協働・創造枠】 （単位：千円）

款 　２款　総務費

事業名
未来人財育成事業費

（新生日本・再生故郷実行委員会負担金）

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

9,500 9,500

説　　　　　明

○

〔事業内容〕

③ 内　容　　　・基調講演（講師：在ガーナ日本大使館 特命全権大使 二階尚人氏）

⑵ ＵＨＨＡ　ＳＵＭＭＥＲ　ＣＡＭＰ

③ 主な内容 ・外務省、アフリカ各国大使館への訪問

・ＪＩＣＡ地球広場、羽田空港見学

・アフリカからの留学生との交流会

・基調講演（講師：慶應義塾大学総合政策学部 教授 奥田敦教氏）

・ＵＨＨＡ関係者との意見交換会

・成果発表会

① 名　　称　　プラチナ未来人財育成塾＠会津

④ 主な内容

復興基金
繰入金

震災復興
特別交付税

　新生日本・再生故郷実行委員会では、「プラチナ構想ネットワーク」との連携のもと、エコで快適な
まちづくりの推進を目指すとともに、新生日本・再生故郷をテーマに、被災地から日本全体の新たな社
会構築への挑戦を目指し、地域活力の再生に向けて、次世代を担う“人財”の育成事業を中心とした取
組みを実施しました。

1．未来デザイン2050事業（グローバル人材育成事業）

　会津地方の高校生に異文化に触れる機会を提供し、子ども達の国際社会への関心を深めること
でアウトバウンド（海外留学、国際貢献など）への興味やグローバルな視点を持った思考の習熟
を図りました。

⑴ 未来デザイン2050シンポジウム
① 開催日時　　平成26年6月14日

② 参加者　　　中高生を中心とした200名

・対話セッション（パネリスト：在ガーナ日本大使館特命全権大使 二階尚人氏
　　　　　　　　　　　　　　　ＪＩＣＡ二本松所長 北野一人氏）

① 開催期間　　平成26年7月28日～７月30日（2泊3日）

② 参加者数　　会津地域高校生　14名

2．未来人財育成塾事業

　次世代を担う子どもたちが日本、世界をリードし活躍している講師陣と接することで、自らが
未来について考え、夢を描き、目標を持って取り組む機会を提供することを目的に、プラチナ構
想ネットワークと連携して人材育成事業を実施しました。 

② 開催期間　　平成26年8月3日～8月9日（6泊7日）

③ 参加人数　　全国から参加した中学生　87名（うち市内20名）
・日本、世界をリードし活躍する講師陣による講義（14講義）

・グループワーク（講義の振り返り・「私たちの未来」を考える）

・課外活動（会津の徳育講座・絵ろうそく絵付け体験と点灯式、市内歴史散策）

・「私たちの未来」発表会

・参加者交流会



【汗動・協働・創造枠】 （単位：千円）

款 　２款　総務費

事業名
スマートシティ会津若松推進事業費

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

7,161 7,161

説　　　　　明

○

○

・会津若松スマートシティ協議会負担金

復興基金
繰入金

震災復興
特別交付税

　「スマートシティ会津若松」の取組みをさらに推進するため、世界的なスマートシティの先進地で
あり、かつ、平成25年9月に本市と連携した取組みを行うことで合意したオランダのアムステルダムを
、会津大学とともに視察しました。
　現地では、ＩＣＴの農業分野への活用や産学官連携のあり方、国際標準的な視点を取り入れたビッ
グデータの新たな分野への活用など、興味深い取組を紹介いただくとともに、本市の取組みを説明し
、互いの知見の共有を行いました。
　特に本市の取組みにおいては、ＨＥＭＳからの情報取得の考え方やシステム（市民の情報を民間の
企業等が保有するのではなく、公共的団体が管理し情報発信を行う。）について関心を持っていただ
いたところであり、今後も互いの取組みや知見について交流を進めていくことの確認を行いました。

・アムステルダム視察旅費等（市長以下、職員4名分） 1,836千円

　「スマートシティ会津若松」の理念や取組みの方向性を市民の皆様に分かり易く伝えるため、映像
（プロモーションビデオ）を作成しました。
　この映像を、各種講演会や展示会等のイベント、市のホームページ等から発信し、多くの方々に本
市の取組みを紹介しました。

5,033千円



【汗動・協働・創造枠】 （単位：千円）

款 　２款　総務費

事業名
市民協働推進事業費

（行政提案型協働モデル事業委託料）

担当課 　企画調整課協働・男女参画室

決算額

財源内訳

国県支出金 寄附金 一般財源

1,000 1,000

説　　　　　明

○

〔事業内容〕

⑴ 実施主体 一般社団法人会津理容美容協会（担当課：高齢福祉課）

⑵ 事 業 費

⑶ 参加人数

⑷ 主な内容 事業実践の流れ

・ パーマ・カット等の施術（午前）

・ 昼食

・ 健康相談･軽体操（午後）

⑴ 実施主体 福島県建築士会会津支部（担当課：都市計画課）

⑵ 事 業 費

⑶ 参加人数

⑷ 対象物件 神禧堂薬館（上町）、市長公舎（行仁町）

⑸ 主な内容 歴史的建造物等の保存・利活用の検討

・

現況調査と保存のための設計

・ 地域住民や関係者等によるワークショップを通した物件利活用の方策検討

復興基金
繰入金

震災復興
特別交付税

　市民との協働による地域の課題解決と、より幅広い協働の実践につながるモデル事業を創出するこ
とを目的に、平成26年4月に策定した「会津若松市市民協働推進指針」の実践の一環として、市民公益
活動団体との協働事業に取り組みました。
　市民との協働を推進していくためには、パートナー相互の情報共有、信頼関係の構築が必要不可欠
であることから、お互いに顔が見える打合せを丁寧に積み重ねることで、相互の信頼関係を深めるこ
とができたこと、また、こうした取組みの必要性を改めて認識できたことは、モデル事業の成果の一
つといえます。

1．理美容室で若返り介護予防事業（住民参加型予防介護）

　高齢福祉課の「二次予防対象者把握事業」の一環として行った、市内の65歳以上の高齢者を対
象としたアンケート調査（基本チェックリスト）の結果をもとに、閉じこもりの兆候が見られた
方々を対象として参加募集を行いました。
　参加者には、おしゃれを楽しみ、外出することの大切さや、他の人と交流する楽しさを実感し
ていただくことができました。

500千円

延べ26名（内訳：60歳代 3名、70歳代 9名、80歳代 14名）

2．歴史的建造物等のマネジメントによる利活用検討事業（景観マネジメント支援）

　「まち歩き」で感じた街の雰囲気や新たな情報等をもとに、ワークショップにおいてその利活
用の方策について、参加者同士の意見交換等を行いながら検討を進めました。
　歴史的建造物等の保存活用を図るための中間支援を担う組織の必要性が明らかになったととも
に、その組織設立を検討するためのメンバー・枠組みを模索するきっかけとなり可能性を広げる
ことができました。

500千円

延べ 約50名

ヘリテージマネジャー(地域歴史文化遺産保全活用推進員)を活用した



【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

（市民協働地域づくり委員会活動事業負担金）

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

820 820

説　　　　　明

○

〔主な事業内容〕

・ 組織の構成に係る支援
先進地視察研修の実施（河東地域づくり委員会と合同）

地域づくり委員会報告会・講演会の開催（河東地域づくり委員会と合同）

・ 簡易な地域支援事業の取組みに係る支援

地域の課題や問題点、解決に向けた話し合いや、実践活動の検証等

「みどり（花）香るまちづくり推進事業」

「イベントカレンダー配布事業」

「各種団体連携・協力体制づくりモデル事業」

「ふれあいサロン真宮」

「オリンピック選手とスポーツをとおしての交流会」
 

　　

　

　

　　

　

　

　

　　
　

復興基金
繰入金

震災復興
特別交付税

　北会津地域における市民参加によるまちづくりを支援するために組織した「地域づくり委員会」へ
負担金を交付し、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・実践的な取組みについて
支援を行い、地域の活性化を図りました。

・地域づくり委員会会員数　34人（平成27年3月31日現在）

まちづくり推進ニュースの発行（5回）

独自チラシ等の配布（7回）

委員会発意による実践活動の実施（3件）

地域づくり活動支援事業（住民提案型公募事業）の実施（2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

（市民協働地域づくり委員会活動事業負担金）

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

820 820

説　　　　　明

○

・

〔主な事業内容〕

・ 組織の構成に係る支援

　 先進地視察研修の実施（北会津地域づくり委員会と合同）

　 地域づくり委員会報告会・講演会の開催（北会津地域づくり委員会と合同）

　

　

・ 簡易な地域支援事業の取組みに係る支援

「広田駅前環境美化運動支援」

「通学路等危険個所点検・改善」

「地域安全鼓笛隊パレードの支援」

「各種行事への参加協力」

「地元施設（商店等）の利用推進」

「地域づくり委員会ニュースの発行」

　 「郷土史啓蒙活動」

「地域から始まる“ふくし”の時間」

「河東町福祉ふれあい芸能発表会」

　

　

　　

　

　

　

　　
　

復興基金
繰入金

震災復興
特別交付税

　河東地域における市民参加によるまちづくりを支援するために組織した「地域づくり委員会」へ　
負担金を交付し、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・実践的な取組みについて
支援を行い、地域の活性化を図りました。

地域づくり委員会会員数　83人（平成27年3月31日現在）

地域づくり委員会ニュースの発行（5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（5回）

委員会発意による実践活動の実施（6件）

地域づくり活動支援事業（住民提案型公募事業）の実施（3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

（市民協働型地域おこし実践事業負担金）

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

150 150

説　　　　　明

○

　　

〔主な事業内容〕

・先進地視察（どぶろくを使った関連商品開発）

新潟県小千谷市

鳥取県西伯郡伯耆町

・市内業者へ商品開発用のどぶろく提供

「かわひがし皆鶴まつり」

「かわひがし八日市」など

・商品のＰＲによる販路拡大

　

　

　　
　

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の協働により、「ど
ぶろく」を使用した加工食品の開発、「どぶろく」や関連商品を活用した地域のＰＲなどに取り組む
ことで、地域の活性化を図りました。 　

1．どぶろく交流会の開催

　新米で製造した「どぶろく」及び、「どぶろく」を利用した創作料理や関連食品を発表す
る場として「どぶろく交流会」を開催し、河東地域にとどまらず、市内他地域へ浸透を図る
ための契機としました。
　また、交流会においては、会津地域（只見町、南会津町）や郡山市湖南町で製造されてい
る「どぶろく」や関連商品を紹介するなど、他生産地域との交流を図り、地域の活性化に努
めました。

2．商品開発事業

平成26年7月18日

平成27年3月11日～平成27年3月13日

提供数：3社

※現在、1社で商品開発・販売を実施

3．販路拡大・ＰＲ事業

・各種イベントへの参加による商品及び地域のＰＲ（14件）

「会津若松市物産展inよこすかポートマーケット」

取扱店舗数：5軒

取扱飲食店数：5軒



【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

56,758 52,912 3,846

説　　　　　明

○

①資材導入支援

・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 4,780ha

②効果検証支援

・内　　容

・実施箇所数

○ 農産物安全情報等発信事業

・設置店舗数
・設置回数

・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。

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）

放射性吸収抑制対策を実施した水田と実施しなかった水田における玄米の
放射性物質及び土壌の放射性物質と置換性カリウムを測定しました。結果
は、土壌の状態によりばらつきがでたものの、カリの施用は効果的であっ
たため、次年度の放射性吸収抑制対策の実施について判断する資料としま
した。

26箇所　

　農産物の安全情報を量販店等の店頭で確認できる体制を整備するとともに、農産物販売促進チラシ
を作成して、生産者や流通業者の販売を支援しました。

1．農産物安全情報パネル設置

20店舗

年2回　（春・秋）

2．農産物販売促進チラシ

15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実験ほ場の設置等を行い、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力向上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（3品種）

・受賞者数　1名（金賞　栽培別部門：有機ＪＡＳ・ＪＡＳ転換中）



・設置場所　高野町上高野、神指町西城戸、北会津町金屋、北会津宮ノ下、北会津和泉

○　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

出展者数

横須賀市

にっぽりマルシェ 東京都荒川区

横須賀市友好関係市フェア（第Ⅰ期） 横須賀市

よこすか産業まつり 横須賀市

スズキヤにおける販売促進イベント 逗子市・横須賀市

横須賀市友好関係市フェア（第Ⅱ期） 横須賀市

首都圏企業観光説明会でのＰＲ 東京都千代田区

大野屋における販売促進イベント 川崎市

2．おいしい米づくり実験ほ場の設置

　本市産米の食味の向上と、近年の高温障害等に対する一層の品質向上を目指した栽培管理による実
験ほ場を設置しました。

・設置期間　平成26年4月20日　　～　　平成26年11月30日

　　　　　　それぞれ実験区・対照区を設け、計10ほ場で検証しました。

・検証結果　　食味値：実験区、対照区ともに86程度となり、大きな差異はありませんでした。
　　　　　　　収量：対照区と比較して実験区の方が約60ｋｇの増収となりました。
・今後の展開　同ほ場にて実証事業を継続し、継続したケイ酸資材の施用による食味向上・品質向
　　　　　　　上への影響について検証をしていきます。

　首都圏における展示商談会への出展やＰＲ活動（販売促進イベント）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東京2014

平成26年8月20日～21日

10団体

2．販路開拓に向けたセミナー開催

・市内において2回開催

3．ＰＲ活動

・イベント等への出展　8回

平成26年 5月10日～11日 よこすかカレーフェスティバル2014

　　　 　7月19日～20日

　　　  10月18日～19日

        11月8日～9日

　　　  11月11日

　　　  11月29日～30日

平成27年 1月13日

　　　 　1月26日～27日



【汗動・協働・創造枠】 （単位：千円）

款 　６款　農業水産業費

事業名
「会津の食」ブランド化事業費

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

24,684 5,000 19,684

説　　　　　明

○地元農産物活用推進協議会負担金

①アスパラガス広域選果施設見学会（あいづ食の陣実行委員会との共催）

・会場　ＪＡ全農福島　会津アスパラガス広域選果施設

②「にいがた　冬　食の陣　当日座」見学会

・会場　新潟市内（万代シティ会場、古町会場）

③インターネット販売研修会

・講師　トラッドハウス フキヤ店長　橋本 竜太朗 氏

・演題　ネット通販で新たな販路開拓！～効果的なウェブ戦略～

○あいづ食の陣実行委員会負担金

あいづ食の陣プロジェクト事業

復興基金
繰入金

震災復興
特別交付税

　当該協議会への支援により、地元における農産物の活用促進を図り、地域が一体となって農産物をＰＲする取
組みへ向けた基礎をつくるために、地元産農産物を使った商品の販売促進を図りました。

1．勉強会・講演会の開催

・日時　平成26年6月23日（月）　

・日時　平成27年2月14日（土）　

・日時　平成27年2月17日（火）　

・会場　勤労青少年ホーム 1階　講習室

2．農産物サンプルお届け事業

・地元産農産物を積極的に活用している又は活用を検討している飲食店等に対し、旬の農産物のサ
ンプルを提供し、地元農産物への理解の向上を図りました。

・6月、8月、11月の計3回実施　　・利用店舗等数：のべ26店舗へサンプル提供

3．地元農産物お土産品コーナー設置事業

・市内の飲食店、宿泊施設等の店舗内または施設内売店に特設お土産コーナーを設置することで地
元（会津産）農産物を活用した加工品等の販売促進を図りました。

・取扱い商品　5商品以上（地元農産物活用推進協議会会員の加工品等）

・参加店舗数　4店舗　・設置期間　　平成26年10月１日～平成27年3月22日まで（6か月間）

　当該実行委員会への支援により、市内の飲食店や宿泊施設、菓子販売業者等において、季節ごとの
地元農畜産物をメインとした商品の開発・販売を行うことにより、農畜産物の高品質・良食味を活か
した会津の食の魅力を外部へ発信し、地元農畜産物の利用拡大とブランド化を図り、「食」を通した
地域活性化につなげました。

　「会津人が胸をはって美味しいといえる食材を、旬の時期に味わってほしい」との願いから、食
の一大イベントを旗揚げし、年間を通して旬の食材をテーマに市内の飲食店や宿泊施設での地元農
産物の提供を行うことで食の魅力（食材、食文化等）のＰＲに努めました。



①シーズンイベント

・テーマ食材：春…アスパラガス、夏…トマト、秋…米、酒、冬…会津地鶏

・参加店舗の実績

②広報ＰＲ活動

　1年間を春（4月～6月）、夏（7月～9月）、秋（10月～12月）、冬（1月～3月）の4シーズンに
分け、各シーズンのテーマ食材を利用した飲食メニューやお土産品等の提供をするとともに、各
シーズン毎にパンフレットを作成し、参加店舗、提供メニューのＰＲや各シーズンの会津の魅力
を紹介し、広く情報発信を実施しました。

＊春・アスパラ　：　飲食店：47店、宿泊施設： 9施設、販売店： 3店　　計59店舗

＊夏・トマト　　：　飲食店：52店、宿泊施設： 9施設、販売店：19店　  計80店舗

＊秋・米、酒　　：　飲食店：60店、宿泊施設：10施設、販売店：19店 　 計89店舗

＊冬・会津地鶏　：　飲食店：46店、宿泊施設： 8施設、販売店： 6店　　計60店舗

　地域内外でのイベント開催等によるPR活動や、参加団体が実施する食のイベントの情報を集約
し広くPR活動を実施しました。また、テーマ食材別カタログの作成（4回）、イベントへの出展
等、市ホームページ、専用ホームページ、フェイスブック、市政だより、地方テレビ局の活用、
地元新聞社の広告掲載等により広報活動を実施しました。



【汗動・協働・創造枠】 （単位：千円）

款 ６款　農林水産業費

事業名
ふくしま緑の百景歩こう会開催事業費

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

2,500 2,500

説　　　　　明

○

復興基金
繰入金

震災復興
特別交付税

　東山町「松平家御廟の森」と「鶴ヶ城の緑｣が福島県民により｢ふくしま緑の百景｣に選定されて
いることから、平成26年6月1日に、あいづ陸上競技場からそれらを巡る12ｋｍコースにおいて、ふ
くしま緑の百景歩こう会を実施しました。イベントは、地区交通安全協会と体育連盟、並びにあい
づ歩こう会などの協力により地域と連携して行いました。
　各ポイントでは、奴郎ヶ前の田楽と市内11品目の銘菓やお菓子を、またフィニッシュ後は地元タ
ケノコと農政部が普及を推進している米粉を使用した「米粉のすいとん入りお吸い物」をふるまい
、観光パンフレットの配布による本市のＰＲを行うとともに、花苗や苗木を配布して緑化推進に努
めました。

参加者　約1,100名



【汗動・協働・創造枠】 （単位：千円）

款 　７款　商工費

事業名
地場産業振興事業費

（会津清酒消費拡大推進協議会負担金）

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

3,076 3,076

説　　　　　明

○

■事業実績

【地域外事業】

【地域内事業】

全国新酒鑑評会金賞受賞数二年連続日本一など

○会津の品格セットの推進、ＰＲ

会津漆器、会津木綿の地場産品とのコラボレーション

○会津清酒屋台村の開催
・ ※同日「会津日本一おいしいお酒が飲める郷」を宣言

全会津の蔵元に呼びかけて開催
・

プレＤＣクロージングイベントタイアップ
・

・

○会津清酒おもてなし講座の開催

○頑固一献講座の開催

○「会津清酒の普及の促進に関する条例」の制定セレモニーの開催

復興基金
繰入金

震災復興
特別交付税

　会津地域の酒造業が、福島県の全国新酒鑑評会金賞受賞数日本一連覇に大きく貢献した実績を背景
に、会津清酒消費拡大推進協議会において、平成26年4月に「会津日本一おいしいお酒が飲める郷宣言
」を行い、地域内外で会津清酒の消費拡大に向けた取組みを実施しました。
　

1. 会津清酒フェアの開催

平成27年2月9日（月）　ホテルメトロポリタンエドモント
「首都圏在住のトレンドに敏感で発信力のある30～40代の女性」と業界関係者（メディア、旅行
代理店、卸売業、小売業等）約100名を招待し、会津清酒と会津漆器や食との融合など、会津清
酒をメインコンテンツとした楽しみ方を提案しました。（各蔵元自らが自慢の酒をＰＲ、プチセ
ミナー、観光・物産の紹介、会津カクテル等）
その結果として首都圏の各業界と蔵元とのネットワーク構築、会津清酒の女性層のファンづくり
、アンケート調査による女性層のマーケット調査等を行うことができました。

1. 本当においしいお酒がある

○「会津フェスタ2014」におけるプロモーション　※全国9ヶ所

2. お酒の楽しみ方がある

※30セットトップセールス時配布（講師、視察代表者等へのお土産）

平成26年4月25日（金）　鶴ヶ城二の丸

参加者：約500名

平成26年6月28日（土）　会津若松駅前タクシープール

参加者：約300名
平成26年7月25日（金）　野口英世青春広場 参加者：約250名

平成26年10月25日（金）　野口英世青春広場 参加者：約250名

3. お酒のことを知っている

宿泊施設や飲食店から一般市民までを対象に、会津清酒の歴史や日本酒の知識を学べる出前講座
を開催し、地域ホスピタリティの向上を図りました。延べ11回開催。参加者：約300名

飲食店を対象に、杜氏や蔵元の酒造りのこだわりや苦労話等を伝えることで、会津清酒への理解
を深めました。延べ6回開催。参加者：約100名

平成26年12月26日（金）　ルネッサンス中の島

条例制定を記念してのセレモニーを開催し、会津漆器の杯で「会津清酒で乾杯」を行うなど、各
種メディアを通じて会津の酒文化のＰＲ・啓発をしました。参加者：約100名



【汗動・協働・創造枠】 （単位：千円）

款 　７款　商工費

事業名
桜咲く会津プロジェクト推進事業費

（桜咲く会津プロジェクト実行委員会負担金）

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

11,800 11,800

説　　　　　明

○

・商談会の実施

開催場所：市内、東京都、千葉県

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

・研究会の開催

開催場所：市内

開催内容：「生産量の確保」と「物流網の整備」といった課題を解決するため、地域内での生産

活動を行う農畜産業者、食品加工業者、卸売業者などを対象に研究会を実施しました。

・人材育成セミナーの実施

開催場所：市内

開催内容：食品の安全性確保に向けたイオンの取組みなど

・商談会後の各種フォローアップなど

・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

経済の活性化を図る新たな仕組みづくりが促進されました。

復興基金
繰入金

震災復興
特別交付税

　イオン株式会社との地域貢献協定を活かし、会津地域の農産食品を継続的に全国に流通させていく
ための各種事業を展開し、販路開拓に努めました。

[事業実績]

・全国のイオングループ9店舗において会津フェスタを開催

実施期間：平成26年4月～平成27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9回）

開催地域：東北1店舗、関東6店舗、東海1店舗、関西1店舗

開催回数：8回

参加企業：会津地域内企業延べ70社、イオングループバイヤー約100名

開催回数：6回

開催回数：3回

参加企業：会津地域内企業延べ105社

[事業成果]
・会津フェスタへの集客数：約120万人

・販路拡大：取引企業件数　延べ23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

（まちなか賑わいづくりプロジェクト事業負担金）

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

9,300 9,300

説　　　　　明

○

①ＪＲ会津若松駅構内、②大町通り　熊野神社前、③七日町通り　阿弥陀寺前、

④大町四ツ角　リストランテルーチェ前　⑤会津ふれあい通り　末廣嘉永蔵駐車場、

⑥野口英世青春通り　広場入口前、⑦会津若松市役所　本庁舎前、
⑧会津若松市役所　追手町第二庁舎前、⑨鶴ヶ城北出丸大通り　白露庭前

①七日町　小野屋駐車場、②野口英世青春通り　南交差点、

③栄町四丁目通り　北交差点付近、④本町通り商店街　三枡屋駐車場、

⑦丸勇銘木店前

①会津若松市役所　本庁舎、②市役所通り　興徳寺参道、③花小路通り　福島中央テレビ脇、

④七日町通り　滝谷建設工業前

　

復興基金
繰入金

震災復興
特別交付税

　会津若松市中心市街地活性化基本計画に位置付けられた事業を実施し、市民や観光客の回遊性・滞
留性の向上や交流人口の拡大による「まちなかの賑わい」を創出したほか、地域住民をはじめとした
多様な主体の参画促進へと繋げました。

1. まちなか誘導、回遊・交流促進事業

　まち並み景観に配慮した歩行者向けの分かりやすい「誘導板」の設置と、地域住民しか分からな
いような各エリアの魅力をＰＲする「案内板」を設置し、まちなか観光や散策を促進し、回遊・滞
留時間の拡大による賑わいを創出しました。

・「案内板」　全9基の設置

・「誘導板」　全7基の設置

⑤山正パーキングそば、⑥国道118号沿い　若松商業高等高校東交差点付近、

2. まちなか憩いの空間、緑化プロジェクト事業

　中心市街地への植樹により四季折々の変化を楽しめる新たな潤いや憩いの場を創出し、まちなか
散策を促進することで、回遊・滞留時間の拡大を図りました。

・「植樹」　全4エリア　　※植樹種：ヤマモミジ、イロハモミジ、ドウダンツツジ

3. 賑わいづくり人材育成事業

　「まちなかライトアップと夜の賑わい景観づくり」をテーマに、外部専門講師による講演・ワー
クショップを開催し、まちなかや商店街の魅力づくりに繋がる新たな機運が醸成されました。

4. 景観形成事業（板塀化事業）

　地域住民や各種団体との協働により、ＪＴ会津営業所跡地のブロック塀（北出丸大通り）の板塀
化を行い、「歩いて楽しい、歩きたくなる通り」を形成し、回遊性・滞留性の向上に繋げました。



【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

○

・自 治 体　会津若松市、喜多方市、会津坂下町、会津美里町、湯川村

・民間団体　会津若松商工会議所、会津産業ネットワークフォーラム

・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

・基調講演 演題「経営思想で会社は変わる　～目標と本気～　」
講師　東北電子工業株式会社　取締役会長　佐藤　幸太郎

・技術プレゼン会

・開催日

・開催場所 東京ビッグサイト
・主催者 リード エグジビション ジャパン株式会社
・出展者

・来場者数

①全体

②参加企業

③出展ブース

・商談件数等

①見積件数
②取引件数

③商談、引き合い

復興基金
繰入金

震災復興
特別交付税

　周辺自治体及び民間団体が一体となった実行委員会を組織して各種事業を行い、会津地域における
ものづくり企業の連携、交流促進や販路拡大に効果がありました。

[構成団体]

[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により、地域内での
取引が拡大され、また、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
チングの機会を創出することにより、販路の拡大に繋がりました。

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26年10月2日

37社・団体

379人（一般：182人、高校生80人、出展社117人）

1大学（産学連携の取組み、アイガモロボット）

5社による企業及び技術プレゼン

2. 首都圏展示会共同出展事業

○　第18回　機械要素技術展

平成26年6月25日（水）～6月27日（金）（会期3日間）

6社

80,606人（主催者発表）

2,102社（同上）

657人（名刺交換数）

29件
 6件

32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

○

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。

・開催会場　ワシントンホテル

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、風評の払拭に取り組み、賑わいの創出に寄与し
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。

・会津十楽春の陣　　平成26年5月3日～5日　　会場：東邦銀行会津支店駐車場

・会津十楽夏の陣　　平成26年8月9日～16日　 会場：東山温泉

・会津十楽秋の陣　　平成26年9月21日～23日　会場：鶴ヶ城本丸北側

・会津十楽冬の陣　　平成27年2月13日～14日　会場：鶴ヶ城本丸北側

2．

・講　師　　榎木　孝明　氏

・テーマ　　「武士道精神から学ぶおもてなしの心」

・開催日　　平成26年4月5日

・聴講者　　約300人



【汗動・協働・創造枠】 （単位：千円）

款 　７款　商工費

事業名
観光物産復興特別事業費

（会津若松観光ビューロー特別補助金）

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

19,370 19,370

説　　　　　明

○

　

各県の小中学校、旅行会社の訪問をはじめ、県や教育旅行サポートセンター等と連携し、教育旅行

の回復を図りました。

・

〔教育旅行来訪校数推移〕

　 学校数 対前年比

　 県外

　 県内

　 　 合計

・ 外国語ボランティアガイドの立上げ

　

・ 海外プロモーション

　 台湾で開催した東北プロモーション事業に参加しました。

冬期における誘客促進のため、エージェントに対し送客実績に応じた助成を行い、誘客増を図り

ました。

会津地域の市町村と連携するとともに、交流宣言都市等の連携事業を行い、広域観光の推進に取り
組み、交流人口の拡大に努めました。

・

・

・

復興基金
繰入金

震災復興
特別交付税

　一般財団法人会津若松観光ビューローに対して、原子力発電所事故による風評の影響が未だに大き
い教育旅行や冬期の誘客対策など、観光に資する事業に関して補助を行い、風評の払拭に取り組みま
した。

1. 教育旅行推進事業

学校、旅行エージェント訪問　21回

平成25年度 平成26年度

369校 481校 130.4　

417校 341校 81.8　

786校 822校 104.6　

2. インバウンド推進事業

養成講座11回　登録者　英語13人　中国語7人

ガイド案内件数5件　案内人数106人

3. エージェント助成金事業

助成件数　40件　助成額　4,461千円　送客実数　10千人

4. 広域観光推進

新潟市・佐渡市・会津若松市3市交流事業　観光ＰＲ物産展開催　2月　東京日本橋

新潟空港就航先共同プロモーション　3月　福岡市

京都市交流事業「京あるきin東京」　3月　東京丸ノ内



ゆかりの地や震災復興支援による物産展に出展するとともに、首都圏の駅を活用した物産展を

行い、物産振興に努めました。

・ 新規開拓･･･山口県萩市「萩ふるさとまつり」（県立テクノアカデミー会津連携事業）　等

・ 復興支援･･･福井県越前市「たけふ菊人形まつり」　等

・ 首都圏主要駅･･･ＪＲ大宮駅　等

・

5. 物産プロモーション事業

6. 独自事業

歴史講演会　平成26年7月12日（土）　参加者　197名



【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

24,358 2,500 21,858

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。

・

○

○

市内の町並みを活用したＰＲ映像を作成し、本市の魅力を発信しました。

②ひとみ座訪問

③吉本ＳＮＳ芸人による情報発信

④クイズキャンペーンの展開

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」放送終了後も本市への関心度を継続し、観光振興を図るために、宣伝効果
が高く、新たな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
動に取り組みました。
　また、ＰＲキャラクター「会津侍 若松っつん」を様々な場面で活用して誘客宣伝の相乗効果を図り
、新たな魅力ある観光素材として認知度の向上に努めました。

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　8,100千円

・上映実績　平成26年4月1日～平成26年6月30日

・上映内容　第5話「世界デビュー」編・第6話「ＰＶを作ろう」編

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　9,869千円

[実績]

・専用ホームページアクセス数　約160,000件　平成26年4月1日～平成27年3月31日

・専用フェイスブック「いいね」フォロー数　5,243件　平成27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　1,772千円

イベントプロモーション活動

各イベントでのプロモーション活動を展開し、来場者へフェイスブックへの登録を呼びかけまし
た。（会津ものづくりフェア、会津絵ロウソクまつり）

ＰＲ映像作成業務

まちなかライトアップ風景

4．「会津侍 若松っつん」をナビゲーターとしたＳＮＳでの観光情報発信及びイベント展開を実施
し、本市の魅力の向上や観光誘客・観光振興の推進、「会津侍 若松っつん」の認知度の向上を
図りました。

・ソーシャルメディアマーケティング業務委託　3,197千円

・期間中（平成27年1月23日～平成27年3月1日）の情報受信希望者増加数

　4,618件→5,013件（+395名）

①なんばグランド花月・ルミネtheよしもと楽屋訪問



【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、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】
・ふくしまデスティネーションキャン
ペーン特別企画として、タオル付きで
温泉2ヶ所の入浴と街めぐりが出来る
湯めぐり手形事業に取り組みました。

【活性化推進事業】
・足湯処の危険空地をウッドデッキ化
し、危険回避と利用者の憩いのスペー
スの創出を行いました。

【誘客宣伝事業】
・大手旅行エージェント「じゃらん」
（紙媒体・携帯アプリ等）等を利用し
た展開を行い、観光客の入込回復に努
めました。
・ふくしまデスティネーションキャン
ペーンに向け、温泉観光協会独自のハ
ッピを揃え、統一感とおもてなしの醸
成を図りました。

【東山温泉・芦ノ牧温泉共同事業】
・両温泉と会津若松のネームバリューを活かし、都内で開催されることの多
い旅行エージェントとの商談会を初めて現地で開催しました。
・ＪＲデスティネーション目前キャラバンを郡山市で両温泉合同で行い、連
携して観光ＰＲに努めました。
・東山温泉、芦ノ牧温泉、会津若松観光ビューロー合同で、楽天トラベルに
て電子広告展開を行いました。

補助額5,000千円 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
デスティネーションキャンペーン推進事業費

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

24,352 24,352

説　　　　　明

○

・

（ふくしまデスティネーションキャンペーン特別補助金） 　

主な事業

・ 手ぶらでまちなか観光事業

・ まちに歴史あり説明看板修繕
・ 観光ポスターの製作

・ 会津おもてなしイベントでの振舞い 　

・

（ふくしまデスティネーションキャンペーン特別補助金）

主な事業
・ 産業・街道観光モニター「水が支えた物流の道～越後街道をたどる」の開催

・ おもてなしセミナー「京都に学ぶおもてなしの極意」の開催

・ インバウンドセミナー「接客のための英会話講習会～はじめの一歩～」の開催

・ 市内観光名所をＰＲする「観光カレンダー」の製作

・

・

復興基金
繰入金

震災復興
特別交付税

　平成27年度のふくしまデスティネーションキャンペーンに向け、平成26年度はプレキャンペーンと
して、おもてなし等の受入態勢の充実をはじめ、県や関係団体等と連携し、各種キャンペーンへの参
加など、本番に向けた準備に取り組みました。
　また、石部桜周辺の観桜期の交通対策について、観光客が安全で快適に楽しめる受入環境の整備を
図りました。

[事業内容]

一般財団法人会津若松観光ビューロー補助金　13,243千円

　一般財団法人会津若松観光ビューローに対し、以下の観光・物産事業に係る補助を行い、プレキ
ャンペーンを推進しました。

会津若松商工会議所補助金　600千円

　会津若松商工会議所に対し、以下の事業に係る補助を行い、商工業の分野からプレキャンペーン
を積極的に推進しました。

市民総ガイド運動実行委員会特別負担金　1,000千円

　市民参加によるおもてなし活動を推進するため、ふくしまデスティネーションキャンペーンのテ
ーマである「花」をテーマに、ワークショップや啓発活動を行いました。

石部桜観桜期受入対策事業費　9,328千円

　石部桜周辺への警備員配置、仮設トイレの設置・清掃、石部桜観覧スペース及び大型バス駐車
場の確保を図り、見学者の安全性・利便性の向上に資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
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

20,093 20,093

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　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26年5月25日     のべ参加人数：167名
・陸上競技場を会場に一流講師を招き、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。
　　　　　　　　　　
②　～グローバルな人間を目指して～ブリティッシュヒルズへＧＯ
　　実施日：平成26年8月4日～6日     参加人数：59名
・ブリティッシュヒルズで2泊3日の研修を行い、小学校6年児童を英語だけの環境に置くことで、
　英語を使うことに抵抗が無くなり、楽しんで英語を使えるようになりました。

③　映画から学ぶ～感動をつくる仕事～
　　実施日：平成26年9月1日～11月12日     参加人数：3,655名
・映画監督の講演、映画上映、ワークショップを通して、小・中学生に本物の映像文化に触れ、　
感性を高める機会を提供するとともに、共同作業のすばらしさや生き方を学ぶ機会となりました。
　　　
④　基礎力アップ大作戦
　　実施期間：1学期～3学期　のべ参加人数：16,490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。

⑤　「はてな・ふしぎ」わくわく理数教室　　
　　実施日：平成26年7月～12月　参加人数：1,626名
・著名な理数系講師や最先端企業の講師を迎え、数学や理科の不思議さや楽しさを体験できました
。参加した中学生に、数学・理科への興味を持たせるきっかけとすることができました。

⑥　～会津魂を学ぶ～會津藩校日新館へ行こう！！
　　実施日：平成26年7月～8月　　参加人数：343名　　
・日新館での素読等の体験を通して、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ことができました。

⑦　こころのふるさと会津～郷土を学ぶ～　
　　実施期間：平成26年5月～平成27年3月　参加人数：1,249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持たせることができました。

⑧　会津ジュニア大使～会津の元気を全国に発信～
　　実施日：平成26年8月20日～22日　　参加人数：33名
・中学生をゆかりの地（むつ市）に派遣し、地元中学生との交流や記念式典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、この活動を通して中学生
があらためて、ふるさと会津の良さと歴史の深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

1,517 1,517

説　　　　　明

○

主な事業内容

（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）

（コンピュータウイルスについて会津大学の講師を招いての学習）

　

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、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26年度は、ICTに関する講座を5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。
　

・親子で学ぶメディアリテラシー(平成26年7月27日・8月2日)

（小学生とその保護者を対象としたICT全般の初歩的学習）

受講者数11組22名(計2回)

インターネットの利用に潜む危険性や、安心・安全に利用するための決まり事を保護者と一
緒に考え、家庭でのICTとの向き合い方を学びました。

・メディア活用塾(平成26年11月29日・12月6日)

受講者数14名（計2回）

メディアの違いによる情報のタイムラグの問題、災害時の情報収集の方法について学びまし
た。

・ウイルス対策を考えよう(平成26年9月6日)

受講者数14名

ウイルス感染を防ぐにはどうすればよいのか、実際に感染した場合はどうなるかを学びまし
た。

・タブレット・はじめてセミナー　（平成26年11月24日）

(情報政策課と生涯学習のタイアップ事業として実施、ICTの利便性についての学習)

参加者9名

タブレットの使い勝手の良さを肌で感じ「ICTの利便性」を実感できたことから、「今後も積
極的に活用していきたい」とした意見がありました。

・０(ゼロ)から学ぶSNS（平成26年11月15日）

(ＳＮＳに関する基礎知識、操作方法の学習と、SNSによるコミュニティ形成の学習)

受講者数25名

SNSとはなにか、始めるにあたっての注意点や個人情報の重要さを学習し、SNSを始めるきっ
かけ作りとなりました。



【汗動・協働・創造枠】 （単位：千円）

款 　１０款　教育費

事業名
子どものことばの力・まなびの力育成事業費

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

5,971 5,971

説　　　　　明

○

復興基金
繰入金

震災復興
特別交付税

　「言語の力」を使って子どもたちの思考力・判断力・表現力等を育み、優れた人材を育成するため
の読書活動事業に、ボランティアや大熊町と連携のもと取り組みました。

【実施事業及び児童生徒の参加人数等】

①会津図書館を使った調べる学習コンクール 
　・表彰式実施日：平成26年11月22日　
　・応募作品数：28作品　
　・参加小学校数：11校
　小学生を対象とし、図書館を利用して調べた成果をまとめた作品を募集し、当コンクールにおいて
12点を表彰しました。入賞作品から全国コンクールへ推薦した2作品は、奨励賞と佳作に入賞しました
。
　また、大熊町の小学校と連携して合同研修会や合同入賞作品展を開催し、広く事業展開を図りまし
た。
　子どもたちの調べる力の向上とともに、本を読み、深く考え、言葉を選び、自分の考えをまとめる
能力の向上を図ることができました。 

②会津ビブリオバトル（知的書評合戦）
  ・実施日：平成27年1月25日
　・参加者：中学生20名（中学校8校）、高校生11名（高校4校）
　中高生を対象とし、本の魅力や感じた思いを発表することで、読書活動の充実と、論理的思考力・
表現力、プレゼンテーション能力の向上を図ることができました。
　参加生徒からは、「他校生と本について話し意味のある時間だった。」「本について視野が広がっ
た。」「緊張したが楽しい時間だった。」等の意見があり、新たな読書活動が図られました。
　また、ビブリオバトル本の展示をティーンズコーナーにおいて行い、多くの利用者から好評をいた
だきました。
　　　　　
③読み聞かせの推進
　ボランティアの協力のもと、子育てにおける絵本の大切さを伝えるとともに、絵本の読み聞かせや
紹介を実施し、乳幼児期からの読書活動の推進を図りました。

　・4カ月乳幼児健診会場での読み聞かせ
　　　　実施回数：26回　　参加者：のべ親子数577組 
　・赤ちゃんおはなし会
　　　　実施回数：12回　　参加者：のべ親子数121組
　
④児童書、ティーンズ図書の充実　　　　　　
　子どもたちの読書活動を支援し、自ら学び・憧れに向かって成長し、本市から優れた人材が育成さ
れることを目指し、児童書、ティーンズ向けの図書の充実を図りました。
　・購入冊数：児童書1,907冊　ティーンズ図書1,186冊　　　　　　　　　　



【汗動・協働・創造枠】 （単位：千円）

款 　１０款　教育費

事業名
歴史資料センター開館準備経費

担当課 　文化課

決算額

財源内訳

国県支出金 寄附金 一般財源

15,993 15,993

説　　　　　明

○ 　旧会津図書館の施設を活用し、市民の歴史や文化に対する理解を深め、本市の文化振興を図り、

特に次代を担う子どもたちの郷土への愛着、誇りを醸成することを目的として、「会津若松市歴史

「先人に憧れ、郷土に誇りを持つ学びの場」をコンセプトに、歴史文化に関する資料等の展示や

パネル等を使った解説などを実施することにより、歴史文化資料の公開、保管、調査、研究を行う

拠点施設としての整備に努めました。

［実績］

・施設愛称「まなべこ」・・公募により決定。

①メイン　会津藩上屋敷絵図

②江戸時代の会津文化　木本家資料　

③江戸時代の生活　会津暦、お金、出土品、城下屏風等

①メイン　会津藩参勤交代図、神保内蔵助行進の図
②江戸時代の軍制について　追鳥狩屏風　

③江戸時代の生活　会津千代松袖鑑（江戸時代の風景、番付、出来事）

④考古資料から見る文字　市内出土考古資料

①保科正之　②松平容頌　③照姫　④澤田名垂　⑤若島久三郎

①蒲生氏郷　②日什　③高橋たか　④若松賤子　⑤芳賀栄次郎

開館記念講演　「会津藩のはじまり」会津若松市史研究会　会長　間島　勲

復興基金
繰入金

震災復興
特別交付税

※財源内訳の一般財源15,993千円は、「八重の桜」プロジェクト協議会負担金返還金の一部を充当したもの。

資料センター」を平成26年7月に仮オープンしました。

・平成26年度来館者数 4,003名

・平成26年7月に仮オープンし、平成27年9月の本オープンに向けた準備を実施しました。

1．通常展示

（1）平成26年7月25日～平成27年2月8日

（2）平成27年2月10日～

2．人物顕彰
（1）平成26年7月25日～平成27年1月8日

（2）平成27年2月10日～

3．啓発事業（歴史文化講座）
①第一回　平成26年7月25日（金）

参加者：70名
②第二回　平成26年8月10日（日）

「不思議解明！鶴ヶ城へ行こう」　参加者：20名
③第三回　平成26年11月30日（日）

「第二回不思議解明！鶴ヶ城へ行こう」　参加者：38名
④第四回　平成27年3月8日（日）

ワークショップ「香り袋つくりと絵画で見る会津の民俗」参加者：45名



【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

8,000 1,900 6,100

説　　　　　明

○

実施大会名：鶴ケ城ハーフマラソン大会

主な事業内容

・鶴ヶ城、神明通りなど本市の魅力あるスポットを活かしたコースを設定しました。

・日本陸上競技連盟公認大会（ハーフ部門）として開催しました。

・参加者向けの宿泊パック・高速バスチケット付き宿泊パックを設けました。

前回からの改善点

・ナンバーカードやプログラム等を事前送付し、当日の混雑回避を図りました。

・大会当日の交通規制については、事前周知を丁寧に行った結果、問い合わせ・苦情等を

　最小限に抑えることができました。

広報活動

・県内及び近県の大手スポーツ用品店や大手スポーツジムへ要項を送付しました。

・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しました。
・テレビ、新聞、ランニング雑誌への広告掲載を行いました。

復興基金
繰入金

震災復興
特別交付税

　マラソンを通して、参加者相互の親睦を深めながら、体力の維持・向上及び健康増進を図るとと
もに、会津の復興を内外に示すためのシンボリックな事業と位置づけ、観光誘客と地域振興を目的
として開催しました。
　第26回大会は、過去最高の5,572名の参加者があり、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：5,572人（前回大会:5,455名）

参加状況：県外848人（前回873人）、県内2,027人、市内2,697人

・大会当日に向けたランニング講習会（計3回）を開催しました。

参加状況：第1回目（37名）、第2回目（26名）、第3回目（25名）

利用状況：宿泊パック186泊（前回233泊）、高速バス宿泊パック30件（100％、新規）

・クーポン付きガイドブックを作成し参加者へ配付することで、食のPR等を展開しました。



主要主要主要主要なななな施策施策施策施策のののの成果成果成果成果（（（（特別会計特別会計特別会計特別会計））））



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
8,469,248 2,879,523 4,284,352 1,305,373

（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 6,799,253千円

退職被保険者等療養給付費 現物給付 657,739千円

一般被保険者療養費 現金給付 26,292千円

退職被保険者等療養費 現金給付 1,962千円

一般被保険者高額療養費 現物・現金給付 799,100千円

退職被保険者等高額療養費 現物・現金給付 103,737千円

出産育児一時金 121 件 49,680千円

葬祭費 188 件 5,640千円

その他 25,845千円

合　計 8,469,248千円

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
1,703,553 802,823 805,506 95,224

（国保年金課）

説　　　　　明

○

事　業　名 金　額

後期高齢者支援金 1,730,427 千円

後期高齢者関係事務費拠出金 126 千円

合　計 1,730,553 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対して、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
820,045 414,190 405,855

（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 820,045千円

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
122,863 43,518 590 78,755

（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 1,491千円

ヘルシー弁当推奨事業 サンプルメニュー考案 572千円

医療費等通知 6,539千円

特定健診等委託（集団健診） 34,451千円

特定健診等委託（施設健診） 64,862千円

その他 14,948千円

合　計 122,863千円

　国民健康保険制度の更なる周知を図るため、国民健康保険証や高齢受給者証の更新時にあわせて
パンフレットを送付しました。
　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　3,560人

受診者　7,185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
3,330 3,330

（健康増進課）

説　　　　　明

○

給水人口

給水件数

有収水量

営繕費
480 480

（健康増進課）

説　　　　　明

○　安心して飲める水を安定して供給するため、施設の修理を行いました。

　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。

232人

94件

20,270㎥

　施設修理　　　　　3件

・下馬渡配水池ドア取替修繕工事　　　　　　　　　　324千円

・下馬渡配水池流入管バルブ取替修理工事　　　　　　 81千円

・東田面配水池外面補修工事　　　　　　　　　　　　 75千円



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
2,542 2,542

（健康増進課）

説　　　　　明

○

給水人口

給水件数

有収水量

営繕費
27,848 4,571 23,277

（健康増進課）

説　　　　　明

○

　

　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。

230人

62件

31,697㎥

　安心して飲める水を安定して供給するため、配水管の布設替及び砂防ダム築造に伴う導水管移設の
ための設計委託を行いました。

　施設修理　　　　　1件

・西田面配水管布設替工事　　　　　　　　　　　23,277千円

　業務委託　　　　　1件

・砂防ダム築造に伴う補償実施設計業務委託　　　 4,571千円



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
20,796 2,999 17,797

（観光課）

説　　　　　明

○

・ 開催日

・ 支出先 鶴ヶ城体験事業実行委員会

・ 負担金

○

・ 開催日

・ 支出先 会津鶴ヶ城歴史ウォーク実行委員会

・ 負担金

○ 　

　「鶴ヶ城ぐるっと探検隊事業」として、県内小中学生と父兄を対象に、鶴ヶ城でオリエンテーリ
ングを実施し、城の成り立ちなどの歴史を学習する機会を提供して郷土愛の醸成に努めました。ま
た、武徳殿で、座禅や「什の掟」の講話などの体験事業を実施し、会津武士の教えについて理解が
深まるように努めました。
　さらに「鶴ヶ城撮影会」及び「フォトコンテスト事業」として、市民・観光客から鶴ヶ城公園内
で撮影した作品のフォトコンテストと展示会を行い、観桜期と紅葉ライトアップ期の鶴ヶ城の魅力
発信を行い、誘客増を図りました。

平成26年10月19日（日）

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、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26年9月27日（土）

500千円

若松城整備等基金積立金　2,992千円



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
36,957 36,957

（観光課）

説　　　　　明

○ 　天守閣内に展示するための文化財を借用し、謝礼金を支出しました。

・

・

○ 　若松城で発生したポリ塩化ビフェニルの廃棄物処理を行いました。

・

・

○ 　天守閣内の展示品の動産総合保険に加入しました。

・

・

○

・

＜主な事業＞

ホームページ・ＳＮＳ等を活用してＰＲの強化を図りました。

訪問先：札幌市、仙台市、首都圏、静岡市、名古屋市、金沢市、大阪市、福岡市等

戦略的に広告宣伝事業を実施しました。

ボランティアガイドの充実強化を図りました。

レンタサイクを実施しました。

報償費　2,197千円

文化財借用件数　32件（105点）

ＰＣＢ汚染物等処理業務委託料　7,291千円

ＰＣＢ汚染物等収集運搬業務委託料　102千円

火災保険料（動産総合保険）　1,948千円

保険対象収蔵品　1,515点

　指定管理者である一般財団法人会津若松観光ビューローに対して、若松城の利用促進に係る委託料
を支出しました。

若松城天守閣等利用促進等業務委託料　22,730千円

平成26年度アクセス数　242,096件

旅行商品造成、天守閣再建50周年記念等のＰＲに向けて、旅行エージェントの訪問活動を実
施しました。

11月に東武鉄道首都圏沿線主要駅貼りでのポスター掲示。5駅170枚掲出。

5月～7月に養成講座を10回開催。7名の新規登録。

4月～11月に「駅からまちなかガイド歴史散策」を実施。利用件数は166件で551名。

ステーションは鶴ヶ城、御薬園、会津町方伝承館、飯盛山。利用台数1,921件。



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

若松城天守閣展示更新等事業費
145,462 112,249 33,213

（観光課）

説　　　　　明

○

・

期　　間

委 託 先 株式会社　丹青社

　 更新内容 ・シアターを新たに設置し、映像での解説の充実を図りました。

・
期　　間

委 託 先 株式会社　会津電気工事
更新内容

・

・

　平成27年度に「天守閣再建50周年」を迎えるにあたり、天守閣展示のリニューアル及び天守閣夜間
照明の更新を行うことにより、将来にわたって市民や観光客から親しまれ、より魅力ある観光拠点と
して整備し、本市の観光振興を図りました。

若松城天守閣展示更新及び制作業務委託料　124,632千円

平成26年6月30日～平成27年3月31日

公募型プロポーザルを採用。参加数3者。

・国際観光に対応し、常設展示は日・英２言語表記、主要コーナーでは日・英・台
・中・韓5言語表記の展示解説を基本としました。

若松城天守閣夜間照明設備改修工事　17,982千円

平成27年1月29日～平成27年3月26日

・従来の水銀灯からカラーＬＥＤ照明設備へ改修し、カラーバリエーション豊富な
新たな設備により、季節等により彩りを変化させることが可能となりました。

若松城天守閣夜間照明デザイン設計業務委託料　1,699千円

若松城天守閣夜間照明工事監理業務委託料　1,128千円



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
16,504 16,504

（観光課）
説　　　　　明

○

・ 期　間

・ 委託先 株式会社目黒工業商会

・ 委託料

○

・ 期　間

・ 委託先 焔光景デザイン

・ 委託料

４款 麟閣費 （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

7,597 1,463 6,134
（観光課）

説　　　　　明

○

・ 茶室麟閣屋根等改修工事

工事概要

茅葺屋根の全面葺替え。

杮葺屋根の全面葺替え。

東日本大震災で発生した壁面亀裂の修繕。

（支払額）

工期

史跡若松城跡ライトアップ業務
　史跡若松城跡の桜をはじめ、石垣やお濠、廊下橋などを桜の開花期間に合わせ、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、夜間の集客増を図りました。

平成26年4月11日～5月6日

10,504千円

史跡若松城跡紅葉ライトアップ業務
　秋の鶴ヶ城公園の魅力向上を図るため、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、紅葉期間に公園内のライトアップを実施し夜間の魅力創出に努め、夜間の集客増
を図りました。

平成26年10月24日～11月16日

6,000千円

茶室麟閣改修事業費（平成24～26年度継続）

　茶室麟閣については、平成2年に移築復元され、茅葺屋根は全体的に苔が発生し、各所に茅の損傷
も見受けられ、さらに東日本大震災により、建物内外の壁の各所に亀裂等の損傷が生じたため、平成
24年度～26年度で改修工事を実施しました。

総事業費　13,737千円

平成24年度　6,140千円
平成26年度　7,597千円

平成24年10月26日～平成26年11月28日



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
1,385,534 539,305 765,000 62,510 18,719

（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 20.5ｈａ 1,541.0ｈａ 2,379.0ｈａ 64.8％

北会津北部処理区 0.0ｈａ 123.0ｈａ 123.0ｈａ 100.0％

河東処理区 5.4ｈａ 155.4ｈａ 216.0ｈａ 71.9％

合　　計 25.9ｈａ 1,819.4ｈａ 2,718.0ｈａ 66.9％

事　業　内　容 事　業　概　要 金　額

（汚水） 管埋設等工事 792,805千円

その他の工事 公共汚水ます設置等 39,297千円

設計委託等 下水道管埋設工事に伴う実施設計委託等 57,346千円

汚泥機械濃縮設備 84,920千円

消化ガス発電設備 63,000千円

補償費 水道管及びガス管等移設補償 45,161千円

（雨水） 管埋設等工事 □1100mm×1000mm 95,395千円

設計委託等 下水道管埋設工事に伴う実施設計委託等 12,197千円

補償費 通信ケーブル移設補償 5,517千円

（長寿命化） エアレーションタンク散気装置更新
24,200千円

汚泥脱水設備更新
126,100千円

設計委託等 管路施設長寿命化計画策定 15,576千円

ポンプ設備等更新実施設計 24,020千円

  汚水管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号雨水幹線の整備を行いました。

1. 整備面積

2. 主な事業

Φ150～600mm Ｌ＝5,827.9ｍ

下水浄化工場建設
工事委託（H25～26）

Ｌ＝114.2ｍ

下水浄化工場建設
工事委託（H25～26）

下水浄化工場建設
工事委託（H26～27）

他に次年度への繰越　224,290千円



会津若松市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
159,828 40,463 119,365

（公設地方卸売市場）

説　　　　　明

○ 　市場運営の円滑化及び施設設備の長寿命化を目的に改修工事を実施しました。

工事名 金額

公設地方卸売市場水産棟北側外周路舗装改修工事 11,331千円

公設地方卸売市場青果棟・水産棟シャッター改修工事 13,130千円

4,312千円

合　計 28,773千円

○ 　市場運営を通して、市民に対する生鮮食料品などの安定供給を図りました。

〔青果部〕 （単位：ｔ）

区分 野菜 果実 加工 合計

地場 3,133 970 102 4,205

移入 11,092 5,439 641 17,172

小計 14,225 6,409 743 21,377

〔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

移入 1,339 151 1,179 3,140 591 2,537 2,122 11,059

〔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 547 22 29
144 213 13

移入 2,649 71 154

小計 3,196 93 183 144 213 13 3,842

〔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

公設地方卸売市場青果棟軽量バランスシャッター改修工事外5件

　平成26年度の卸売に係る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、今後の市場の効率化・活性化に向けた取り組みについ
て協議・検討を行いました。

10名 2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

609,591 186,779 367,500 53,302 2,010

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

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

効果分析業務

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

1,116.1ｍ 108,120千円

28,964.3㎡ 52,796千円

3,130.0㎡ 37,779千円

8,107千円

2．委託料

6件 8,845千円

4件 4,302千円

25,782千円

1件 5,276千円

3．補償補てん及び賠償金

61件 353,941千円



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
149,320 52,423 81,700 2,214 12,983

（下水道課）

説　　　　　明

○ 　北会津西部地区の汚水管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。

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 0.0 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

西部浄化センター増設工事 水処理施設増設（機械設備・電気設備）

設計委託等 舗装本復旧工事実施設計業務委託等

他に次年度への繰越

1. 整備面積

2．主な事業

管路施設Ｌ＝385.7ｍ、公共汚水ます設置等 108,417千円

31,644千円

2,203千円

56,300千円



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
9,528,249 3,872,676 2,774,456 2,881,117

（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。

8,341,835千円

　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。

651,236千円

154,968千円

　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。

16,907千円

8,374千円

　施設入所者の居住費と食費の自己負担分に関して、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。

354,929千円



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
190,522 110,319 8,159 72,044

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     

○ 包括的支援事業・任意事業

・

・ 寝たきり高齢者等紙おむつ等給付事業      
・ 高齢者福祉相談員事業      　　　　　　 　 
・ 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 401人

334回開催

109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相談
業務や介護予防ケアマネジメント業務等を委託し、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（委託） のべ相談件数   46,836件

給付者  　　　　　929人

訪問対象世帯  2,902世帯

派遣世帯　　　　 53世帯

参加者　　　　　　900人



会津若松市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
97,267 15,371 70,000 6,305 5,591

（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 8基

7人槽 28基

10人槽 1基

30人槽 1基

浄化槽電気設備工事 　市に移管 5人槽 1基

7人槽 1基

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

　38基 91,227 千円

791 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
689 689

（都市計画課）

説　　　　　明

○

・ 委託料

内　　容 事　業　量 金　　額

除草業務委託

水質測定業務委託

　北会津地域の均衡ある発展と地元経済の活性化のため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。

2件（Ａ＝393.0㎡） 199千円

2件 407千円



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
1,168,685 1,168,685

（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 294,786千円

後期高齢者医療保険料等負担金 873,879千円

合　計 1,168,665千円

　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、広域連合に対し、保険基盤安定負担金及び保険料を納めました。



平成平成平成平成２６２６２６２６年度年度年度年度

平成２６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２７年９月１０日

室 井 照 平会津若松市長

基金運用状況報告書基金運用状況報告書基金運用状況報告書基金運用状況報告書



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 6,448,599円 △ 261,314円 6,187,285円

貸  付  金 5,433,000円 263,000円 5,696,000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 26 232,000 6,448,599 5,433,000

26
円 円 件 円 件 円 円 円

11,883,285 6,448,599 2 1,000,000 23 737,000 6,187,285 5,696,000

平　成　２６　年　度

　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２６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

27.3.31
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

26.4.1
円 円 円 円 円基金総額

0 6,448,599 5,433,000 0 0 11,881,599円

0 6,460,599 5,421,000 0 0
貸付 0件 0円

返還 2件 12,000円

0 6,492,599 5,389,000 0 0
貸付 0件 0円

返還 2件 32,000円

0 6,519,599 5,362,000 0 0
貸付 0件 0円

返還 2件 27,000円

0 6,610,599 5,271,000 0 0
貸付 0件 0円

返還 2件 91,000円

0 7,001,610 4,880,000 0 0
貸付 0件 0円

返還 3件 391,000円

普通預金預け入れ

利子分 11円

0 7,009,418 4,873,000 0 0
貸付 0件 0円

返還 1件 7,000円

定期預金預け入れ

利子分 808円

0 7,026,418 4,856,000 0 0
貸付 0件 0円

返還 2件 17,000円

0 7,043,418 4,839,000 0 0
貸付 0件 0円

返還 2件 17,000円

0 7,160,418 4,722,000 0 0
貸付 0件 0円

返還 3件 117,000円

0 7,167,418 4,715,000 0 0
貸付 0件 0円

返還 1件 7,000円

0 7,179,482 4,703,000 0 0
貸付 0件 0円

返還 2件 12,000円

普通預金預け入れ

利子分 64円

0 6,187,285 5,696,000 0 0
貸付 2件 1,000,000円

返還 1件 7,000円

定期預金預け入れ

利子分 803円

27.3.31 0 6,187,285 5,696,000 0 0
現在高 11,883,285円

26年 
４月分

26年 
５月分

26年 
６月分

26年 
７月分

26年 
８月分

26年 
９月分

26年 
10月分

26年 
11月分

26年 
12月分

27年 
１月分

27年 
２月分

27年 
３月分

27年３月末板橋好雄奨学資金貸与基金
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