
　合併後の状況変化　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　新市建設計画の改訂　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　　　新市建設計画は概ね順調に推移していますが、大型で主要な事業である合併特例事業の進捗は、

当初の見込みより遅れているため、新市建設計画を改訂し、合併特例債を活用できる期間の延長を

図り、有利な財源の継続した確保に努めます。

　　

　　

改訂に係る基本方針

 ①　現行計画の策定経過を踏まえ継続した推進を基本とする

 ②　特例法の趣旨を踏まえ必要最小限の改訂とする

 ③　合併特例債の有利な措置を最大限に活用するため10年延長を基本とする

 ④　第６次長期総合計画や地域活力の再生に向けた取組み（復興対策）との整合を図る

 ⑤　旧北会津村との合併を含む「会津若松市・河東町新市建設計画」の改訂とする

　今後の推進　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　人口構造の変化に伴う生産年齢人口の減少や長引く全国的な景気の低迷、東日本大震災の影響な

ど、合併後の社会経済状況は大きく変化しており、今後の不透明感はますます増している状況です。

このようなことから、新市建設計画を改訂し、合併特例債の適用期間の延長を図っても、後年度に

過大な負担を残すことがないよう留意する必要があり、行政評価を通して施策・事業のあり方を絶

えず検証するとともに、これまでどおり、財政状況を踏まえて条件の整った事業から実施していく

必要があります。

　■合併特例事業の推進

　　　

新市建設計画の進捗状況について【報告書概要版】

　はじめに　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　　東日本大震災の発生により、被災した合併市町村は、当初計画していた事業の中断等が避けられな

い状況ですが、法律が改正され、平成24年６月、合併特例債を10年延長できることになりました。

　　その要件として、新市建設計画の期間の延長が必要となりますが、本市は北会津村との合併から８

年、河東町との合併から７年経過していますので、合併特例事業など新市建設計画のこれまでの取り

組み状況を明らかにするとともに改訂の方向性を整理します。なお、平成24年度末を基準とします。

　新市建設計画について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　■新市建設計画とは

　　新市建設計画は、会津若松市と北会津村、河東町の合併後の将来に対するビジョンを示し、合併の

適否の判断材料としても活用したもので、新市の基本目標の実現のため、総合的かつ効果的に展開す

るソフト・ハード両面の事業を分野ごとに位置付けています。新市建設計画に基づいて行う公共的施

設整備に合併特例債を活用できます。新市の基本目標：会津ブランドをいかしたまちづくり

　　合併後、新市建設計画を踏まえて、第６次長期総合計画が策定されています。

　　　　　　　　　　　　※旧北会津村を含む会津若松市

　■合併特例債とは

　

　　合併特例債は、有利な財源と言えども借金であるため、計画的な利用に向け、適正な市債残高や

財政状況を踏まえてマネジメントしながら、合併特例事業などに有効活用しています。

　■合併特例事業とは

　

　　合併特例事業は、合併後のまちづくりに重要な事業との認識のもと、財政状況や事業の熟度、緊急

度等を見極めながら、条件の整ったものから順次着手し、その実現に向け最大限の努力をしています。

  ・充当率（借りられる割合）：　事業費から国県補助金を引いた残りの９５％

 ・国からの財政措置：　返す額（元利償還金）の７０％を地方交付税で措置

 ・借りられる期間：　新市建設計画の期間⇒平成27年度まで

 ・合併特例債の上限額：　　約２５５億円

 ・Ｈ 17～ 24までの発行額：　約７４億円

尊重・配慮

北会津中学校

河東学園小学校

あいづ陸上競技場

 Ｈ19.6国の財政健全化法成立

【実質公債費比率導入】

　実質公債費比率が基準超え

　⇒公債費負担適正化計画策定・起債の抑制

 Ｈ20.9米リーマンショック

【世界同時不況】

 Ｈ23.3東日本大震災及び

 福島第一原発事故

会津若松市

・北会津村

新市建設計画

【H16～ H26】

会津若松市 ( ※ )

・河東町

新市建設計画

【H17～ H27】

会津若松市

第６次長期

総合計画

【H18～ H28】

合併前の旧市町村の長期総合計画や振興計画に位置づけられていた特に重要な

　　ハード整備 41事業

　市内企業の業績悪化・大型小売店撤退

　⇒市税等歳入の減少

　風評払拭、震災からの復興が最優先課題

 公共インフラの老朽化問題
　公共施設マネジメント

　⇒公共施設の量も含めた全体のあり方検討

會津稽古堂

　合併特例事業については、合併特例債が活用できる期間にこだわることなく推進していく考

えを示しており、合併に至った経緯や合併特例事業として位置付けられた経過を踏まえ、有利

な財源の確保に努めながら、継続して推進していくことを基本と考えています。

　こうしたことから、未着手の合併特例事業については、今後の見通しが不透明な中、具体的

な実施年次を示すことは困難ですが、今後とも毎年度の行政評価や予算編成の中で条件の整っ

たものから着手していく手法を継続するとともに、合併後の状況変化のひとつである公共施設

マネジメントの考え方を踏まえながら、次代を担う児童・生徒の安全・安心を図る事業を最優

先に、順次検討を進めます。

【お問い合わせ先】

　会津若松市企画政策部地域づくり課

　 TEL 0242-39-1202（直通）　 FAX 0242-39-1403

　ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ :shinko@tw.city.aizuwakamatsu.fukushima.jp
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　新市建設計画主要事業の進捗状況（平成24年度末）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

主要事業進捗状況総括表（括弧内は合併特例事業）

分　野　名 事業数

進　捗　状　況

終了の主な事業
終了 継続

再編

※1
未着手

中止

※2

[1]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】

17

（2）

1 12

（1）

3 1

（1）
戸籍電算化事業

[2]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】

19

（2）

2

（1）

12 4 1

（1）

湊しらとり保育園、

基幹型在宅介護支

援センター事業

[3]活力ある産業に会えるま

ちづくり【産業振興】

31

（1）

5

（1）

22 4 基盤整備促進事業

など

[4]美しさと住みやすさに会

えるまちづくり

【都市基盤】

45

（23）

10

（5）

22

（8）

3 9

（9）

1

（1）

大塚山墓園整備事

業、三本松宅地整

備事業など

[5]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】

29

（13）

5

（5）

17

（2）

6

（6）

1
河東学園小学校、

北会津中学校、 

會津稽古堂など

[6]パートナーシップのまち

づくり【住民と行政の協働】
5 4 1

合　　計
146

（41）

23

（12）

89

（11）

15 17

（17）

2

（1）

　

【参考】合併特例事業の地域別進捗状況（平成24年度末）

進捗 地域 合併特例事業名

終了

旧市地域

湊しらとり保育園整備・西若松駅整備・城南地区コミュニティセンター・鶴城

地区コミュニティセンター・謹教地区コミュニティセンター・送配水施設(河東

地域と接続)・会津若松学校給食センター・生涯学習総合センター(會津稽古堂)

北会津地域 北会津中学校改築

河東地域
広田駅公衆便所改修・河東学園小学校屋内運動場及びコミュニティプール・広

田西公園整備

継続

旧市地域

都市計画道路会津若松駅中町線・都市計画道路藤室鍛冶屋敷線・都市計画道路

インター南部幹線・人にやさしいみちづくり歩道・市道幹Ⅰ－６号線・会津総

合運動公園陸上競技場等整備・鶴城小学校改築・文化センター改修

北会津地域 市道幹Ⅰ-32号線防雪柵整備・市道幹Ⅰ－32号線西部幹線道路

河東地域 通学路線整備

未着手

旧市地域

広域イントラネット基盤整備・市道幹Ⅰ－22号線・市道幹Ⅰ－１号線・会津総

合運動公園あいづ球場及び多目的グラウンド改修・斎場整備・行仁小学校改

築・小中学校屋外教育環境整備

北会津地域
統合保育所(※3)・統合幼稚園(※3)・東部幹線道路・阿賀川河川敷公園緑地整

備・北会津地区公民館整備

河東地域
道路新設改良・地方道路整備臨時交付金事業（雪寒）・地方道路整備臨時交付

金事業（改築）・河東学園中学校・河東学園幼稚園

中止 旧市地域 水道連絡管(北会津地域と接続)(水道使用量状況や費用対効果の観点から中止)

●主要事業進捗状況総括表について

　※1　再編は、事業名称や事業内容の変更を経て継続して取り組んでいる事業です。

　※2　教育・文化分野の中止事業は「社会教育施設整備事業」で、会津藩校日新館の取得検討をする

　　　 ものでしたが、事業自体なくなりました。都市基盤分野は水道管連絡事業です（左下図参照）。

　※3　北会津地域における統合保育所・統合幼稚園整備事業は、平成25年度から着手しています。

●point1☞　終了、継続、再編が着手している事業であり、主要事業146事業のうち 127事業に取り組

み、実施割合は 87.0％となっています。そのうち、合併特例事業は41事業に対し23事業を

実施しており、実施割合は 56.1％となっています。

●point2☞　主要事業全体をみれば、計画に沿って順調に進捗していると言えますが、合併特例事業は

進捗が遅れており、10年で実施するとした当初の推進期間は見直しが必要になっています。

●point3☞　合併特例事業がこのような状況にある主な要因としては、合併後、国の制度改正により市

債（借りるお金）を計画的に抑える必要が生じたことに加え、長引く景気の低迷、東日本大

震災からの復興などから、歳入歳出バランスを踏まえた市政運営に努めているためです。

　財政計画と決算額の比較　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　　新市建設計画策定時の財政計画と決算額を平成17～24年度の合計額で比較します。

　　概ね計画どおりと言えますが、景気浮揚を目的とした定額給付金（Ｈ 21）の実施や東日本大震災発

生（Ｈ 23）後、決算規模が増加傾向にあります。

計　画 決算額
0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

400,000

56,440 56,731

36,658 30,396

61,055 77,682

64,834
82,330

128,744
127,962

歳　入

百万円

計　画 決算額
0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

400,000

86,279 93,951

48,804 35,100

40,640 47,147

47,743 46,692

58,127 75,207

62,174
65,109

歳　出

百万円

市税

地方交付税

国県支出金

市債

その他

人件費

扶助費

公債費

繰出金

普通建設事業費

その他

　　　

　　　Ｈ17～ 24　歳入合計額

　　　　計画額347,731百万円

　　　　決算額375,101百万円

　　　　（対比　7.9％増）

　　歳入は、平成20年の米リーマン

　　ショックに伴う経済危機の影響

　　から、市税が減少傾向にあり、

　　地方交付税は増加しています

　　が、一般財源総額が減少傾向に

　　　あります。

　　　Ｈ17～ 24　歳出合計額

　　　　計画額343,767百万円

　　　　決算額363,206百万円

　　　　（対比　 5.7％増）

　　歳出は、全国的な景気低迷の

　　影響に伴い、扶助費が増加傾

　　向にあります。また、近年の

　　豪雪への対応により維持補修

　　　費（その他）も増加してい

　　　　ます。
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