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市町村合併に伴う効果と影響に関する調査 『中間報告書』 

の概要をお知らせいたします。 

 

 
  合併前（平成 16 年度）と合併後（平成 20 年度）の当初予算を比較すると、行政組織の統合や事
務事業の効率化等により、約５億９，６００万円の行政経費が削減されています。 
  ① 職員人件費·············· 約３億７，５００万円削減 ※１０６人減（1,184 人⇒1,078 人） 
  ② 常勤特別職·············· 約  ９，０００万円削減 ※  ８人減 
  ③ 議員報酬等·············· 約１億  １００万円削減 ※ ３４人減（64 人⇒30 人） 
  ④ 行政委員等の報酬等······ 約    ３００万円削減 ※ ５５人減 
  ⑤ 電算システムの統合······ 約  ２，７００万円削減  
     合 計······ 約５億９，６００万円削減  
 

 
   合併に伴う国・県からの補助金（交付金）合計７.８億円を有効活用し、行政サービス水準の適

正確保・向上に努めています。 

合併市町村補助金（国） ４.８億円 合併市町村支援交付金（県） ３億円 

・戸籍電算化事業 
・期日前投票管理システム導入 
・議会中継システム導入 
・消防小型動力ポンプ（２１台）更新 
・消防ポンプ自動車（１台）購入 
・消防団活動服（作業衣）等購入 
・公共施設予約システム導入 
・北会津地域巡回バス導入 
・河東地域コミュニティバス導入 

など、のべ２１事業に活用

・住民記録等電算システム統合 
・新長期総合計画策定事業 
・資源物収集容器整備事業 
・教育ネット統合事業 
・学校財務オンライン化事業 
・河東学園光ケーブル敷設事業 
・乳児医療システム改修事業 
・北会津地域水道加入促進事業 
・生涯学習総合センター基本設計委託 

など、のべ２４事業に活用

 

 

   北会津支所及び河東支所は、行政サービスの拠点施設として位置付けた新市建設計画に基づき、

庁舎１階部分の支所機能を適正に確保しながら、２・３階部分の空きスペースについては、広域

行政に係る事務所機能の移転など、利活用策を検討しています。 

  北会津支所 

   平成１９年９月から、会津若松地方広域市町村圏整備組合消防本部が庁舎２階へ移転 

  河 東 支 所 

   平成１８年８月から、会津地方市町村電子計算機管理運営協議会が庁舎３階へ移転 

会津若松市との合併後、北会津地域は４年、河東地域は３年が経過しようとしています。 

これまで合併のメリットを最大限に活用し、人件費の削減、組織機構の見直し、職員の意識改革

など行財政改革に取り組みながら、市民サービスの充実を図るとともに、（仮称）生涯学習総合セ

ンター、学校給食センター、河東学園小学校・♪（おんぷ）～る、及び北会津中学校などの合併特

例事業に着手し、新たなまちづくりを推進しているところです。 
 そこで、市といたしましては、新市の一体感の更なる醸成を図るとともに円滑な市政運営に資す
るため、市町村合併がどのような効果や影響を与えたのかを検証し、中間報告書として取りまとめ
ました。 
 なお、中間報告書の全体については、市のホームページでご覧いただけるとともに、下記の窓口
においても配布いたしております。 
                                      会津若松市
〔問い合わせ先〕 企画政策部 地域振興課   (電話)３９－１２０９ 
          北会津支所まちづくり推進課 (電話)５８－１８０４ 

河東支所まちづくり推進課  (電話)７５－２１１３ 

⑴ 行政経費の削減 

⑵ 財政優遇措置の活用 

⑶ 旧役場庁舎（北会津支所・河東支所）の利活用 



 - 2 -

 
 
 

①行政サービス水準の向上 

   合併に際して、旧３市町村で共通する事務事業については、旧会津若松市の制度に統一するこ

とを基本としながら調整した結果、北会津及び河東地域においては、スクールバス保護者負担金

が無料化されるなど、下記の通り１８事業でサービス水準が向上しています。 

事 業 名 等 効   果 

水道料金 月額基本料金(口径 13mm) 北 1,837 円・河 2,404 円⇒1,176 円 

防犯灯補助金 防犯灯設置経費に加え電気料(1灯 1,000 円／年)も補助対象 

斎場及び葬具使用料 市民料金となり低額化 斎場使用料 40,000 円⇒5,000 円 

乳幼児医療費助成 医療機関窓口での負担がなくなり利便性が向上 

小規模作業所運営補助金 旧会津若松市の交付基準に統一し補助金が増額 

家族介護支援事業 家族介護者交流事業や家族介護者教室の開催 

地域産品 (会津ブランド推進事業) 地域産品の販路拡大や企業とのマッチング機会の拡充 

中小企業勤労者福祉サービスセンター レクリェーションや助成事業など福利厚生メニューが拡充 

中小企業振興に係る市融資制度 中小企業未来資金保障融資制度、工場設置融資制度の利用 

観光事業 農業と観光の連携をはじめ、観光資源の増加に伴う魅力向上 

公営住宅 選択肢の増加(26 団地、2,599 戸) 

除雪出動体制 出動基準の変更(積雪 15㎝→10cm へ)に伴う除雪体制の強化 

道路維持補修 きめ細かな市道パトロールの実施、迅速な対応 

遠距離通学助成 北会津地域は新規適用、河東地域は保護者負担が無料化 

スクールバス保護者負担金 年間 2～3万円の保護者負担の無料化 

コミュニティ施設整備補助 旧会津若松市の交付基準に統一し補助金が増額 

男女共同参画事業 市民講座や市民団体等に対する活動支援補助が充実 

広聴活動(市長への手紙など) 様々な手法で市民の皆様の意見・要望等を伺う機会が充実 

 

②新規の行政サービス 

合併に伴う各種制度の一元化により、次の３７事業が北会津及び河東地域における新規の行政

サービスとなっています。 

事 業 名 等 事 業 概 要 

IC カード事業（Aoi カード） 自動交付機による証明書発行、図書館ﾗｲﾌﾞﾗﾘｰｶｰﾄﾞ等のｻｰﾋﾞｽ 

専門家による暮らしの相談 消費生活、法律、登記、女性福祉、児童家庭、住宅などの相談業務 

ごみステーション美化事業補助金 町内会に対し整備費の 1/2(1 基 40,000 円限度)を交付 

リサイクルコーナー 家庭の不用品で再利用が可能なものを収集・展示し、市民に無償で提供

災害時における民間事業者等との協定 災害時に生活物資の確保に関する協定を民間企業と締結 

福島県市民交通災害共済 交通事故被害者を救済する県内１３市共同の共済制度 

求職者に対する支援 県の緊急支援資金貸付金制度の利用者に対し利子補給金を交付 

育児・介護休業者に対する支援 県の生活資金貸付金制度の利用者に対し、利子補給金を交付 

広報活動（ﾃﾚﾋﾞ広報・点字市政だより等） テレビ広報月１回、ラジオ広報月～金、点字市政だよりなど 

老人福祉相談員 ひとり暮らし高齢者等を訪問して安否確認を実施（相談員 49名） 

介護保険利用者負担額軽減措置事業 市独自の減免制度で低所得者層の介護サービス利用を支援 

高齢者大学校あいづわくわく学園 60 歳以上の方を対象とした学習活動 

ゆめ寺子屋 講演会やｽﾎﾟｰﾂﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ講座で、幅広い教養や老化防止の運動等を実践 

高齢者等世話付住宅生活援助員派遣事業 生活援助員を派遣し相談や家事援助等を実施 

はり、きゅう、マッサージ利用助成 75 歳以上の高齢者への助成(1 回 800 円・年間 6枚まで) 

タイムケア事業 障がい児(者)の日中一時預かり事業 

地域活動支援センター 通所による創作的活動又は生産活動の場を提供 

⑷ 合併後の行政サービスについて 
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事 業 名 等 事 業 概 要 

重度障がい者タクシー運賃助成 タクシー利用 1回につき 400 円を助成（月 2回、年 24回を限度） 

車いすタクシー運賃助成 大型車 1,500 円、中型車・小型車 1,000 円を助成 

母子生活支援施設すずらん寮 独立した生活が困難な母子家庭に対する入所施設 

就学遺児激励金 小中学校入学時に、１人につき 30,000 円を支給 

農業経営資金利子補給事業 農業施設や農機具購入、安定経営に関する資金に対する利子補給 

新規就農者支援センター 新規就農者の確保と育成を図る事業を展開 

会津ブランド推進事業 地域産品認定事業、アンテナショップ拡大事業、企業交流会などを展開

企業立地推進事業 企業立地促進成功報奨制度及び企業立地奨励金 

中小企業振興条例に基づく補助制度 各種事業補助金によって中小企業の自主的努力を支援 

会津漆器産業に対する支援制度 技術後継者の養成及び会津漆器の PR、販路拡大を支援 

ベンチャー企業支援 IT 特許相談窓口の開設など、起業家の育成や創業促進の支援策を展開 

勤労青少年ホーム 各種相談、ｽﾎﾟｰﾂﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ、文化教養等、健全な余暇活動の場を提供 

会津産ＩＴ技術認定 IT ベンチャー企業の広域的な市場開拓に対し、そのｽﾀｰﾄｱｯﾌﾟを支援 

少年少女発明クラブ 科学的発想に基づく生活態度の育成、創造性豊かな人間形成を目的 

景観形成事業 歴史的景観指定建造物や自然景観指定緑地の指定や表彰、助成を実施 

個別生活排水事業 浄化槽本体を市が設置、維持管理し使用者から使用料を徴収する制度 

水洗便所改造資金融資に関する利子補給 資金の融資を斡旋、利子額を補助(一般世帯 80万円限度) 

あいづっこ宣言 市民総参加で実践し、青少年の健全育成を推進 

小学校芸術鑑賞事業補助 小学校 PTA が実施している芸術鑑賞教室に対して補助金を交付 

奨学資金給与金 高校生を対象とした奨学金 月 12,000 円以内を給与。返済不要 

  

③公平性確保等の観点から縮小・廃止された旧町村の独自サービス 

新市の一体感を速やかに醸成していくためには、適正な負担とともにサービス水準の均一化を

図り、旧市町村間の不公平感を解消していくことが課題となります。次に掲げる事業等は、合併

に伴い旧市内各地域との均衡を保つための調整を通して支援内容等が縮小・廃止されました。 

事 業 名 等 備     考 

公共的団体等運営補助 体育協会、文化団体、老人ｸﾗﾌﾞなどへの補助金を段階的に減額・廃止 

公共的団体等事務支援 防犯協会、交通安全会などへの庶務的な事務支援の縮小 

地域イベント助成 旧市の地区運動会にならい、旧町村運動会の補助金を段階的に減額 

ひとり暮らし高齢者等緊急通報システム 所得税課税額に応じた利用料となり負担増加 

アメシロ防除薬剤の無料配布 北会津地域は平成 19年度で終了、河東地域は 20年度で終了予定

北会津村媒酌人報奨金・河東町配偶者確保事業 実績（減少）などを踏まえ廃止 

北会津村チャイルドシート等購入費助成 交通安全協会の貸付制度に統一 

河東町地区集会所水道料補助金 水道料金の低額化を踏まえ廃止 

  ※制度の統一により、利用者負担は増加したものの、一方でサービス内容が充実するなど、総体
的にはサービス水準が維持されているものもあります。 

 
④今後に向けて 

合併に際して、旧町村の独自事業等を調整する場合には、「当分の間」の激変緩和措置が講じら

れており、現時点においても、未調整の事業が残っておりますが、地域間の格差を是正し新市全

体の公平性を確保するためにはサービス水準を出来る限り速やかに一元化していく必要がありま

す。 

今後も、新市の一体感の更なる醸成に向けまして、ご理解とご協力を賜りますようお願いいた

します。 
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 ①合併特例事業 

有利な財政措置である合併特例債を活用し取り組む事業（合併特例事業）として位置付けた主

要４１事業については、平成１９年度までに次の２０事業に着手しました。 

事 業 名 等 摘     要 

鶴城地区コミュニティセンター建設事業 平成２０年４月開所 

城南地区コミュニティセンター建設事業 平成２１年度開所予定 

湊しらとり保育園（統合保育所）施設整備事業 平成２１年度開所予定 

（仮称）生涯学習総合センター整備事業 平成２２年度完成予定 

河東学園建設事業 屋内運動場・グラウンド 
         ｺﾐｭﾆﾃｨﾌﾟｰﾙ「♪(おんぷ)～る」

平成１９年４月供用開始 
平成１９年５月供用開始 

北会津中学校整備事業 校舎・屋内運動場は平成２２年度完成予定 

（仮称）会津若松学校給食センター整備事業 平成２０年度完成予定 

文化センター改修事業 大規模改修は平成１９年度完了 
広田駅公衆便所改修事業 平成１８年度完了 
会津総合運動公園整備事業 陸上競技場等整備 

近隣公園整備事業（広田西公園） 平成２１年度完成予定 

西若松駅整備事業（駅前広場） 平成１８年度完了 

都市計画道路藤室鍛冶屋敷線整備事業 竹田綜合病院前交差点改良ほか 

都市計画道路インター南部幹線整備事業 七日町～藤室街道整備 
市道幹Ⅰ－６号線道路整備事業 会津若松駅踏切改良 
人にやさしいみちづくり歩道整備事業 飯盛山通りほか 
通学路線整備事業 河東地域 市道河３－１２５号線ほか 
西部幹線道路整備事業 北会津地域 市道幹Ⅰ－３２号線 
防雪柵整備事業 北会津地域 市道幹Ⅰ－３２号線 
送・配水施設整備事業 河東地域との水道管接続(平成１９年度完了) 

    ※なお、合併特例事業は、新市建設計画期間である平成２７年度までの具現化を基本として、毎年度の収支バラ

ンスなどの財政状況を十分に見極めながら、施設の老朽化などによる危険度や緊急度、国・県や地域との協議

状況など事業熟度を精査し、条件の整ったものから順次進めてまいりますが、このうち、北会津地域及び河東

地域においてまだ着手されていない事業については、次のとおりです。 

 

北会津地域 統合保育所建設事業、水道連絡管整備事業、阿賀川河川敷公園緑地整備事業、 

東部幹線道路整備事業、統合幼稚園建設事業、北会津地区公民館整備事業 

河 東 地 域 道路新設改良整備事業、地方道路整備臨時交付金事業（改築・雪寒）、 

河東学園中学校建設事業、河東学園統合幼稚園建設事業 

 

②合併効果を活用した各種事業 

  合併によるスケールメリットや充実した地域資源を活かしながら、次のような事業を展開し、

新たなまちづくりを着実に推進しています。 

事 業 名 等 摘     要 

北会津地域巡回バス「ピカリン号」 平成１８年１０月から運行 

河東地域コミュニティバスの導入 平成２０年１０月から運行予定 

地産地消やグリーンツーリズム事業 豊富な農業資源を生かした事業展開 

会津若松観光農業推進協議会の設立 農業及び観光資源の連携による観光誘客と農業振興 

新工業団地整備事業 河東総合体育館周辺の市有地２０ha を活用 

北会津西部地区上水道整備事業 平成２０年度整備完了予定 

北会津北部処理区公共下水道事業 平成２２年度整備完了予定 

北会津西部地区農業集落排水事業 平成２３年度整備完了予定 

三本松宅地整備事業「水季の里」 127 区画分譲中 115 区画分譲済（平成 20 年 4月末現在）

河東学園小学校校舎・学園センター整備 平成１９年４月開校 

河東処理区公共下水道事業 整備継続中（平成１７年から一部供用開始） 

 

⑸ 合併特例事業等の着実な推進 


