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　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合併特例事業の中断や遅延が避けら

れない状況から、平成23年８月、合併特例債の適用期間を５年延長する特例法が制定さ

れました。さらに、被災自治体の復興計画の期間は10年が多いことや、全国的に震災を

教訓とした事業の見直しが行われていることから、平成24年６月、特例法の一部改正に

より、５年延長の範囲を全国の合併市町村に拡大し、本市を含む被災合併市町村は10年

延長できることになりました。

　この特例法を活用することは今後の財源確保の点で有効ですので、その要件となる新市

建設計画の期間の延長に取り組んでいきます。その前段階として、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、計画の終期にありますので、新市建設計画に基づ

く事業のこれまでの取り組み状況を明らかにするとともに、計画改訂の方向性について整

理します。

　基準年度：平成24年度末

１　新市建設計画について

　(1)計画の性格

　　　新市建設計画は、会津若松市と北会津村、河東町の合併に伴い速やかな一体性の確

保を促進し、住民福祉の向上と均衡ある発展を図るための基本計画です。合併特例法

の規定に基づき、合併協議会において策定し、合併後の将来に対するビジョンを示し

て合併の適否の判断材料としても活用され、合併後の新市のマスタープランとしての

役割を果たしています。

　　　○新市の基本目標：会津ブランドをいかしたまちづくり

　　　また、新市建設計画に基づいて実施する公共施設整備等の経費に対し、合併特例債

(充当率95％、元利償還金の70％が地方交付税措置)を活用することができます。

　(2)計画の期間

　　　会津若松市・北会津村新市建設計画　平成16～26年度

　会津若松市・河東町新市建設計画　　平成17～27年度

　(3)長期総合計画との関係

　　　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。

　　※会津若松市・河東町新市建設計画の会津若松市は、旧北会津村を含む会津若松市

- 1 -

会津若松市

・河東町

新市建設計画

（H17～ H27）
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新市建設計画

（H16～ H26）



２　新市建設計画の推進状況

　(1)主要事業

　　　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

事業を新市建設計画に位置付け、その推進に努めています。２つの新市建設計画を合

せ、また重複するものを除く146の主要事業の進捗は、計画に沿って概ね順調に進ん

でいます。

　主要事業進捗状況総括表

分　野　名 事業数
進　捗　状　況

終了 継続 再編 未着手 中止

[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 1 12 3 1

[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 12 4 1

[3]活力ある産業に会えるまちづくり

【産業振興】
31 5 22 4

[4]美しさと住みやすさに会えるまちづく

り【都市基盤】
45 10 22 3 9 1

[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 5 17 6 1

[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 23 89 15 17 2

　　進捗状況の項目内容

項　目 内　　　　容

終　了 平成24年度までに終了した事業

継　続 すでに着手し継続して取り組んでいる事業

再　編 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

未着手 まだ着手していない事業

中　止 合併後の状況変化等を踏まえて検討の結果取り止めた事業

【説明】

　・終了、継続、再編は127事業であり、主要事業の実施割合は 87.0％です。

　・未着手の事業はハード事業で、すべて合併特例事業ですが、中期財政見通しの枠組み

の中で、事業の緊急度や熟度等を踏まえ、条件の整ったものから順次着手しています。

　・中止のうち教育・文化分野の事業は、「會津藩校日新館」の活用の検討に向けた「社

会教育施設整備事業」ですが、企業間の売買が整ったことから事業自体がなくなりま

した。また、都市基盤分野の中止事業は、合併特例事業となっています（次頁参照）。
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　(2)合併特例事業

　　　新市建設計画の主要事業のうち、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41事業については、合併特例事業として推進していま

す。

　　合併特例事業は、平成24年度までに23事業に着手、うち12事業が終了していま

す。また、北会津地区統合幼稚園及び統合保育所の整備について、国の「子ども・子

育て関連３法」に基づく幼保連携型認定こども園に向け、平成25年度から事業に着

手しています。

　合併特例事業進捗状況総括表（主要事業総括表の内数）

分　野　名
合併特

例事業

進　捗　状　況

終了 継続 再編 未着手 中止

[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】
2 1 1

[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】
2 1 1

[3]活力ある産業に会えるまちづくり

【産業振興】
1 1

[4]美しさと住みやすさに会えるまちづく

り【都市基盤】
23 5 8 9 1

[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】
13 5 2 6

合　　計 41 12 11 17 1
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合併特例事業進捗状況一覧　　

№ 分野 合　併　特　例　事　業　名 目安 進捗状況 備　考

1 [1] 防雪柵整備事業（幹１-32号線） 前期 継続 17年度～

2 [1] 広域イントラネット基盤整備事業 前期 未着手

3 [2] 湊地区統合へき地保育所整備事業 前期 終了 20年度完成

4 [2] 統合保育所建設事業（北会津地域） 後期 未着手 25年度着手

5 [3] 広田駅公衆便所改修事業 前期 終了 18年度完成

6 [4] 都市計画道路会津若松駅中町線整備事業 後期 継続 22年度～

7 [4] 都市計画道路藤室鍛冶屋敷線整備事業 全期 継続 17年度～

8 [4] 都市計画道路インター南部幹線整備事業 全期 継続 一部完成

9 [4] 市道幹Ⅰ－22号線整備事業 前期 未着手

10 [4] 人にやさしいみちづくり歩道整備事業 全期 継続 17年度～

11 [4] 市道幹Ⅰ－１号線整備事業 後期 未着手

12 [4] 市道幹Ⅰ－６号線整備事業 後期 継続 19年度～

13 [4] 道路新設改良事業（河東地域） 前期 未着手

14 [4] 西部幹線道路整備事業（幹Ⅰ－32号線） 前期 継続 18年度～

15 [4] 東部幹線道路整備事業（北会津地域） 後期 未着手

16 [4] 地方道路整備臨時交付金事業（雪寒） 後期 未着手

17 [4] 地方道路整備臨時交付金事業（改築） 後期 未着手

18 [4] 西若松駅整備事業 前期 終了 18年度完成

19 [4] 城南地区コミュニティセンター整備事業 前期 終了 20年度完成

20 [4] 鶴城地区コミュニティセンター整備事業 前期 終了 19年度完成

21 [4] 謹教地区コミュニティセンター整備事業 前期 終了 21年度完成

22 [4] 斎場整備事業 前期 未着手

23 [4] 会津総合運動公園整備事業（陸上競技場等） 全期 継続 17年度～

24 [4] 　同上（多目的広場・あいづ球場） 後期 未着手

25 [4] 阿賀川河川敷公園緑地整備事業 前期 未着手

26 [4] 近隣公園整備事業（河東地域） 前期 終了 21年度完成

27 [4] 水道連絡管整備事業（北会津地域との接続） 前期 中止

28 [4] 送配水施設整備事業（河東地域との接続） 前期 終了 19年度完成

29 [5] 統合幼稚園建設事業（北会津地域） 後期 未着手 25年度着手

30 [5] 鶴城小学校改築事業 後期 継続 23年度～

31 [5] 行仁小学校改築事業 後期 未着手

32 [5] 小中学校屋外教育環境整備事業 全期 未着手
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№ 分野 合　併　特　例　事　業　名 目安 進捗状況 備　考

33 [5] 北会津中学校整備事業 前期 終了 24年度完成

34 [5] 会津若松学校給食センター整備 前期 終了 20年度完成

35 [5]
河東学園建設事業

（小学校屋内運動場及びコミュニティプール）
前期 終了 18年度完成

36 [5] 河東学園建設事業（中学校） 前期 未着手

37 [5] 河東学園建設事業（幼稚園） 後期 未着手

38 [5] 通学路線整備事業（河東地域） 前期 継続 一部完成

39 [5] 文化センター改修事業 前期 継続 18年度～

40 [5] 生涯学習総合センター整備事業（會津稽古堂） 全期 終了 22年度完成

41 [5] 北会津地区公民館整備事業 後期 未着手

【説明】

　・合併特例事業の実施時期は新市において決定するものですが、新市建設計画策定時、

おおよその目安を、前期（H17～H22）、後期（H23～H27）、全期と区分して示してい

ます。

　・合併特例事業は、合併特例債の活用を基本とした大型のハード事業です。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。

　・合併特例事業の平成24年度までの実施割合は56.1％で、計画策定時の見込みから遅

れている状況にあり、10年で実施するとした当初の推進期間については、見直しが

必要になっています。

　・このような状況にある主な要因としては、国の各種制度改正による市債の抑制や事業

熟度の関係に加えて、人口構造の変化や長引く景気の低迷に伴う市税の減少と扶助費

の増加傾向、東日本大震災の影響とそこからの復興などから、歳入歳出のバランスを

踏まえながら、選択と集中を堅持した市政運営に努めているためです。

　・未着手の合併特例事業は、主に学校施設や道路整備ですが、大型事業を重複して整備

することは困難なため、財政状況や地域バランスなどを踏まえながら、さらには、

「地域活力の再生」に向けて事業の効果も見極めながら、継続して推進していく必要

があります。

　・中止の合併特例事業は、旧市地域と北会津地域の水道管連結（水道事業会計）ですが、

北会津地域における水道使用量の状況や費用対効果、市民生活の影響の観点から精査

し中止しました。

- 5 -



【参考】合併特例事業の地域（旧市町村）別進捗状況

　　　　（平成24年度末現在、事業費は平成16～24年度の総事業費）

進捗状況
会津若松（旧市）地域 北会津地域 河東地域

事業数 事業費(千円) 事業数 事業費(千円) 事業数 事業費(千円)

終　了 8 4,990,546 1 2,092,973 3 3,284,092

継　続 8 4,022,009 2 326,357 1 229,600

未着手 7 （※1）6,772 （※2）5 5 （※1）3,674

中　止 1

合　計 24 9,019,327 8 2,419,330 9 3,517,366

※1 未着手で事業費が計上されているのは、道路整備において、本格的に着手していないものの、

ほ場整備等他の事業との関連から道路用地の一部買収や概略設計を実施しているため。

※2 平成24年度末の状況のため、北会津地域における統合保育所・統合幼稚園整備事業は未着手

に区分していますが、平成25年度から着手しています。

【参考】合併特例事業の地域別一覧

進捗状況 会津若松（旧市）地域 北会津地域 河東地域

終　了

・湊地区統合へき地保育所整備

・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)

・北会津中学校改築 ・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）

・近隣公園整備（広田

西公園）

継　続

・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

・会津総合運動公園整備（陸上競

技場等）

・鶴城小学校改築

・文化センター改修

・防雪柵整備（幹Ⅰ－32

号線）

・西部幹線道路（幹Ⅰ－

32号線）

・通学路線整備

未着手

・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

・会津総合運動公園整備（多目的

広場・あいづ球場）

・斎場整備

・行仁小学校改築

・小中学校屋外教育環境整備

・統合保育所(Ｈ 25着手)

・統合幼稚園(Ｈ 25着手)

・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

・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 ・水道連絡管(北会津地域と接続)
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　(3)合併特例債の活用状況

　　　合併特例債は、旧合併特例法第12条の２の規定により、新市建設計画に基づいて

行う公共的施設整備（ハード事業）や、地域振興等（ソフト事業）のために設ける基

金の積み立てに活用することができます。

　　　充当率（起債できる額）は、事業費から国庫補助金等を差し引いた残りの経費の

95％で、元利償還金の70％が後年度の地方交付税で措置される財政的に有利な起債で

す。本市は新市建設計画の期間である平成27年度まで活用することができます。

　　　なお、合併特例債には、合併後人口や増加人口、合併関係市町村数などから算出さ

れる上限額があります。

　　　○本市の合併特例債の上限額　　約２５５億円

　　　○平成17年度～平成24年度までの合併特例債発行額　　約７４億円

　　　　うち合併特例事業　　　　　　約７１億円

　　　　　　他の新市建設計画掲載事業　約３億円

　　　　　　※新市建設計画掲載事業は、「小中学校施設防災整備事業」等

【説明】

　・合併特例債は財政的に有利なものですが、借金であることに変わりなく、また、一般

財源も必要になりますので、その活用にあたっては慎重さも同時に求められます。

　　こうしたことから、新市建設計画の策定時には、一般財源が合併に伴う経費削減（効

果）額の範囲内とする本市独自の上限事業費を設定し、合併特例債の発行は185億円

（本来の上限額の約 73％）と計画しています。

　・合併後の状況変化のひとつに、平成19年成立の「地方公共団体の財政の健全化に関

する法律」いわゆる「財政健全化法」に基づく「実質公債費比率」という新たな指標

の導入が挙げられます。これは、一般財源の規模に対する公債費（返すお金）の割合

を計るもので、下水道などの公営企業会計の公債費を含め（連結し）て、市全体の実

質的な財政の健全性を示す指標として新たに導入されました。この実質公債費比率が

18％以上の場合は、その是正のための計画（公債費負担適正化計画）を策定して実質

公債費比率の低減に努めなければ、新たな市債発行が制限されます。

　・本市は、平成18年度の実質公債費比率が18.7％と基準を超えていたため、「公債費

負担適正化計画」を策定して当該比率の是正に努めました。平成23年度にようやく

18％を下回ったものの、今後とも安定的な水準を保ち、後年度に過度な負担を残さな

いよう継続して市債残高の低減を図っているところです。

　・合併の先進自治体の中には、合併特例債を活用した公共事業の強力な推進の結果、財

政が硬直化している事例もあります。本市はそうした事態を招かないよう、「公債費

負担適正化計画」による市債残高の管理や、財政状況を踏まえた「行政評価」、「予

算編成」によるマネジメントの中で合併特例事業を推進しています。

　　また、こうしたマネジメントを基本とするため、有利な財源である合併特例債は、合

併特例事業のみにこだわらず、要件に合致する事業（新市建設計画掲載事業）につい

て、その有効活用を図っています。
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３　分野ごとの施策・事業の進捗状況一覧

　　　新市建設計画の基本目標「会津ブランドをいかしたまちづくり」の実現に向け、

　　　① 魅力的で活力に満ちたまちづくり

　　　② 付加価値の高い地域資源の創造を図るまちづくり

　　　③ 会津地方の中心的な役割を担うまちづくり

　　　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

　　の４つの視点を基本姿勢として、６つの分野と、分野ごとの主要施策に基づく主要事

業を、総合的に展開しています。

　　　個々の事業について、平成24年度までの取り組み状況を整理します。

【進捗状況一覧の見方】

　○分野・施策名：新市建設計画に掲げた分野及び施策名を一覧表の見出しに表示

　　　　　　　　　［１］～分野名　　①～各分野における施策名

　○主要事業名・事業概要：各分野の施策における主要事業名及びその概要

　○進捗状況：進捗の区分を終了、継続、再編、未着手、中止で表示

　　　　　　　（進捗区分の内容については２ページに同じ）

　○総事業費（Ｈ 16～24）：合併後から平成24年度末までの総事業費

　○地域：全市及び旧市町村を区別

　　　　　全　市＝　全市を対象とする事業

　　　　　旧　市＝　旧会津若松市の地域を対象とする事業

　　　　　北会津＝　北会津地域を対象とする事業

　　　　　河　東＝　河東地域を対象とする事業

　○事業区分：ソフト事業、ハード事業の別

　　　　　　　なお、ハード事業のうち合併特例事業は「特№○」と表示

　　　　　　　合併特例事業の№は、一覧表（4・5ページ）の番号に同じ

　○実施状況（平成24年度末）：平成24年度末における事業の実施状況
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［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】

　　　①安全な暮らしの確保の推進

№ 主要事業名・事業概要
進捗状況 総事業費(Ｈ 16～24) 地域 事業区分

実施状況（平成24年度末）

1

消防施設整備事業

　安全で安心して暮らせるまち

づくりのために、消防団の環境

整備を行い、災害時における機

動力の確保強化を図る事業であ

り、消防ポンプ車、消防屯所、

消火栓などの消防水利等の整備

を行う。

継続 265,301千円 全市 ハード

　消防力の向上を図るため、老朽化、地域性に配

慮し、毎年、計画的に消防の施設、装備、水利の

整備を行っている。

2

交通安全施設整備事業

　道路交通の安全に資するため、

主な交通安全施設（区画線、防

護柵、道路反射鏡、街路灯等）

を交通安全対策特別交付金によ

り整備していく。

継続 186,719千円 全市 ハード

平成16～24年度整備実績

　区画線工　L= 542,905m

　防護柵工　L= 2,922m

　反射鏡設置工 215基

　道路照明　11基

3

雪害対策事業

　冬期間の通行の安全確保を目

的に除排雪対策、雪害対策を実

施する。

継続 4,428,457千円 全市 ハード

平成24年度実績

　車道除雪延長　　809.9km　　2,822路線

　歩道除雪延長　　100.2km　　　104路線

　稼働除雪車　直営車73台　　委託車135台

4

防雪柵整備事業

　市道幹Ⅰ－３２号線（北会津

西部幹線）は、平坦部で地吹雪

による吹き溜まりができる箇所

であり、冬期間の通行の安全確

保のため防雪柵を設置する。

○道路計画延長Ｌ＝約4,400ｍ

（うち供用済区間約2,900ｍ）

○防雪柵整備延長Ｌ＝約3,800ｍ

継続 124,325千円 北会津 特№1

平成18～23年度

　事業費113,465千円、整備延長1,132m

平成24年度

　事業費　10,860千円、施工延長84m

　事業費（補助事業枠・単独枠）の確保が難しく、

事業進捗率が上がらない。
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［１］②環境にやさしい都市づくりの推進

№ 主要事業名・事業概要
進捗状況 総事業費(Ｈ 16～24) 地域 事業区分

実施状況（平成24年度末）

1

ごみ減量化推進事業

　市民・事業者・行政が「もっ

たいない」をキーワードとして

一体となり、それぞれが主体的

に「３Ｒ運動」に取り組み、環

境への負荷を抑制し、持続的な

発展が可能な「資源循環型都

市」の創造をめざす。

継続 2,701,329千円 全市 ソフト

　合併以前から旧市で実施していた各種事業に加

え、平成18年10月から、プラスチック製容器包

装の分別収集を全市において開始した。

　バイオマスタウン構想の策定に伴い、平成22年

度から町内会等による集団資源回収の品目に廃食

用油を加え、平成23年度から、市内の給食施設か

ら排出される生ごみのリサイクル（堆肥化）を推

進している。

2

ISO14001推進事業

　効果的な環境施策の実施や環

境負荷の低減のための環境マネ

ジメントシステム（ISO14001)を

維持し継続的改善を図る。更に、

組織で働く全ての人の環境意識

の底上げを図る。

再編 8,622千円 全市 ソフト

　平成13年に ISO14001を取得して以降、10年以

上にわたり環境マネジメントシステムに基づく継

続的な環境改善を行ってきた。その結果、職員の

法令遵守や環境への配慮は充分定着し、人的対応

によるエネルギー削減もこれ以上望めない状況と

なった。そのため、従来、外部審査にかけてきた

コストを省エネにつながる設備改修に活用するこ

ととし、規格にとらわれず、より効果的・実践的

な環境マネジメントシステムを構築するため、平

成24年 4月末日で ISO14001認証登録を取り下げ

た。

　認証取り下げ後も、これまで培ってきた環境マ

ネジメントシステムに基づくPDCAサイクルは継続

していくこととし、引き続き市の全ての事務事業

で環境負荷低減を目指している。

3

公共用水域水質調査事業

　市内主要河川や猪苗代湖の水

質調査の実施により、水質の現

状を把握し、水質保全施策に役

立てる。また、その結果を公表

し、市民に河川等の水質保全の

意識啓発を図る。

継続 3,031千円 全市 ソフト

・職員による自主調査を実施

・下水浄化工場の施設を利用し、分析測定実施

・市内の主要河川及び猪苗代湖流入河川等

　調査結果は市政だよりや出前講座、環境フェス

タ等で公表し、生活排水対策への意識啓発に取組

んでいる。
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4

環境都市推進事業

　環境大賞については、日頃よ

り積極的に環境美化・保全活動

等に努めている市民や団体・事

業所を顕彰することで、市民の

環境保全意識の高揚を図る。会

津若松市環境大賞表彰制度を創

設し、大賞と5部門の環境賞を

設け顕彰している。

　また、新エネルギーへの取組

みとしては、地球温暖化対策な

らびに資源循環型社会の構築の

ため、市の新たな施設整備等に

際しては、自らが新エネルギー

の導入を図るとともに、地域に

対しても普及・啓発を図ること

で、その推進に努める。

継続 10,439千円 全市 ソフト

　環境大賞は平成24年度で11回目を迎えた。各

年度とも応募者の中から、環境美化・保全活動に

多大な功績があると認められた個人や団体・事業

所が環境大賞や部門賞に選ばれている。

　住宅用太陽光発電システム設置補助金は、平成

22年度から開始し、現在、市補助金は1kWあたり

10,000円となっている。

【環境大賞受賞者数】平成16～24年度実績

　環境大賞 9、部門賞個人 24、団体22、事業所 5

【住宅用太陽光発電システム設置補助金】

　平成22～24年度補助件数　169件

【市の施設への太陽光発電システムの設置】

　平成18年度　河東学園小学校

　平成19年度　鶴城コミュニティセンター

　平成20年度　城南コミュニティセンター

　平成21年度　謹教コミュニティセンター

　平成23年度　北会津中学校

5

資源循環型社会確立推進事業

　資源循環型社会は、地域の全

ての住民が「自らの生活」を考

えて行動することが重要である

ため、「資源循環型ワーク

ショップ」を構成し、食の安

全・安心確保と環境保全を図る。

再編 0 河東 ソフト

　平成20年度に策定された「バイオマスタウン構

想」に反映し、全市的な取り組みとして推進され

ることとなった。
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［１］③いきいき地域社会づくりの推進

№ 主要事業名・事業概要
進捗状況 総事業費(Ｈ 16～24) 地域 事業区分

実施状況（平成24年度末）

1

市民活動支援事業

　市民活動についての情報の提

供やネットワークのための仕組

みづくりなどを通して、市民活

動の拡大と活性化を進め、市民

公益活動団体と行政が連携しな

がらまちづくりに取り組む社会

の実現を図る。

　市民の価値観やライフスタイ

ルの多様化等により、市民が社

会に求めるニーズは多様化して

いる。また一方で、こうした

ニーズに応えるべく、ボラン

ティアや各種市民団体、社会的

な使命の実現を目指して活動す

るＮＰＯも増えてきている状況

にある。行政は様々な地域課題

の解決に向けて、こうした活動

団体との連携・協働を進める必

要がある。

継続 461千円 全市 ソフト

平成23年度

・行政機構見直しにより、それまでの「男女共同

参画推進グループ」が「市民協働・男女共同参画

推進グループ」へ名称変更

・市民協働に関するワークショップの開催やアン

ケート調査の実施

・市ホームページに「市民協働」のページを開設

し、市民活動団体等の情報を発信

・市民協働講演会、まちづくりフォーラムの開催

平成24年度

・市民活動団体等交流会の開催

・「市民活動情報サイト」の設置

2

男女共同参画推進事業

　男女の平等や人権が尊重され

る社会の形成、市民ひとり一人

の意識の高揚を目的に、「会津

若松市男女共同参画推進条例」

「第３次会津若松市男女共同参

画推進プラン改訂版」に基づく

各種事業の推進をもって、男女

共同参画社会の実現を図る。

継続 17,727千円 全市 ソフト

　平成16年度より「第3次会津若松市男女共同参

画推進プラン」を施行。（計画期間：Ｈ 20年度）

　平成21年度より「第3次会津若松市男女共同参画

推進プラン改訂版」を施行（計画期間：Ｈ25年

度）。

　現在、現行プランに基づき、主に5つの重点事

業に取り組んでいる。

・固定的な性別役割分担意識解消への取組み

・女性のエンパワーメントや社会参画促進

・子どもたちへの男女平等教育の推進

・ワーク・ライフ・バランスの推進

・市民の自発的活動の支援
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3

高齢者地域支援ネットワーク事

業

　高齢化が進展する中で、高齢

者等が住み慣れた地域で安心し

て暮らせるよう「地域支援ネッ

トワークボランティア」を組

織。

　ボランティア協力員を募集・

登録し、高齢者や障がい者から

のゴミ出しや話し相手等、福祉

施設等からイベント協力等の支

援依頼を受けて、ボランティア

協力員を派遣。

継続 1,884千円 全市 ソフト

・登録者数　155名（平成25年３月末現在）

・支援実績

　平成16～24年度（平成25年３月末現在）7,024回

［１］④広域的な行政サービスの推進

№ 主要事業名・事業概要
進捗状況 総事業費(Ｈ 16～24) 地域 事業区分

実施状況（平成24年度末）

1

広域イントラネット基盤整備事

業

　合併後に市の行政サービスを

提供するために、本庁と北会津

支所を光ケーブルで接続し、高

速なネットワークを構築する。

このことによって、北会津地域

においても身近な庁舎で行政

サービスを享受することができ

る。県が建設を予定している阿

賀川新橋梁に光ケーブルを敷設

する。

未着手 0 北会津 特№2

　阿賀川新橋梁の工事完了までは、本庁舎－北会

津支所間の接続に、通信回線事業者のネットワー

クを利用している。

2

住民基本台帳ネットワーク事業

　各市町村の住民基本台帳の

ネットワーク化を図ることによ

り、全国共通で本人確認が可能

となり、住民負担の軽減や住民

サービスの向上を図る。

継続 111,131千円 全市 ソフト

平成16年度

　旧北会津村の住基ネットシステム統合稼動

平成17年度

　旧河東町の住基ネットシステム統合稼動

　法令により国、県への各種申請、届出等の際に

住民票の写しの添付が不要となり、住民の負担軽

減及び行政事務の効率化が図られている。また、

申請により交付される住民基本台帳カードは、身

分証明書やコンビニでの証明書発行などに利用で

きる。
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3

自動交付サービス事業

　住民基本台帳カードを利用し

て、印鑑登録証明書及び住民票

の写しをコンビニエンスストア

のマルチコピー機で自動交付す

ることにより、市民の利便性に

寄与する。

再編 90,270千円 全市 ソフト

　合併により広大になったエリアへ統一したサー

ビスを可能とするために、支所に自動交付機設置

の検討を行ったが、平成23年2月7日より、コンビ

ニエンスストアに設置してあるマルチコピー機に

より住民票の写し、印鑑証明書を自動交付する対

応を行った。

4

戸籍電算化事業

　戸籍事務は、出生から死亡ま

での身分事項を公証する国民の

生活に欠かすことのできないも

のである。

　明治時代から手作業で行って

きたこれらの戸籍事務を電算化

することで、それまでの紙戸籍

を磁気ディスクに保存すること

になり、戸籍の作成までの日数

や戸籍証明書の発行時間が大幅

に短縮されるなど、窓口サービ

スの向上を図る。

終了 147,990千円 全市 ソフト

平成17年度

　本庁及び北会津支所の戸籍電算システム稼動

平成18年度

　河東支所の戸籍電算システム稼動

　戸籍の電算化により戸籍届処理の時間が短縮

し、戸籍証明書交付に1週間要していたものが3日

で交付可能となるなど、窓口サービスが向上し

た。また、戸籍記載事項の正確性の向上、統計的

報告処理の自動化、法改正へのスムーズな対応が

可能となり、事務処理の効率化とともに正確化が

図られた。

5

地域イントラネット基盤活用事

業

　公共施設間を光ファイバー

ケーブルで接続する。

継続 146,428千円 全市 ハード

　旧市、北会津、河東の公共施設を光ケーブルで

接続して、設備の維持管理を継続している。
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［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】

　　　①まちぐるみ健康づくりの推進

№ 主要事業名・事業概要
進捗状況 総事業費(Ｈ 16～24) 地域 事業区分

実施状況（平成24年度末）

1

母子保健事業

　安全な妊娠・出産への支援事

業として母子健康手帳の交付と

妊婦相談・妊婦健康診査の公費

負担の実施、乳幼児健康診査事

業として集団健診（４か月児健

康診査・１歳６か月児健康診

査・３歳６か月児健康診査）施

設健診（先天性股関節脱臼等検

診・９～１０か月児健康診

査）、育児支援事業として相談

（乳幼児健康相談・健診事後相

談、家庭訪問等）や各種教室を

実施する。

　22年度からは、乳児のいる全

ての家庭を対象に乳児家庭全戸

訪問事業を開始した。

継続 624,272千円 全市 ソフト

　妊婦健康診査事業は、県内の動向を踏まえ、検

査内容の充実を図った。

　乳幼児健康診査事業は、受診しやすいよう会場

の確保や健診対象年齢の見直し等を図った。ま

た、虐待予防のスクリーニングとして子育てアン

ケートを導入し、早期支援に繋げた。育児支援事

業では、親支援の教室として平成21年度から４か

月児健診事後教室（相談）を開始した。

　また平成22年度から子育ての孤立化を防ぐため

に、乳児家庭全戸訪問事業を開始し、乳児がいる

すべての家庭を訪問し支援の必要な家庭に対し早

期に適切なサービスが受けられるシステムづくり

をした。

　思春期保健事業は、子ども人生講座として各学

校へ出向いた性教育を平成16年度から平成20年度

まで実施、平成21年度からは各学校で推進するこ

ととし、主にＰＴＡ等保護者を対象に実施した。

今後は、情報提供をしていく。

2

老人保健事業

　35歳以上の人を対象に、各種

検診（集団・施設健診）を実施

する。

継続 2,072,568千円 全市 ソフト

各種がん検診を集団健診・施設健診の２方式で実

施。

各種がん検診の対象者（平成24年度）

　肺がん・胃がん・大腸がん検診⇒35歳以上

　肝炎ウイルス検診⇒40歳以上　

　子宮がん検診　⇒20歳以上の女性（隔年）

　乳がん検診　　⇒40歳以上の女性（隔年）

　前立腺がん検診⇒50～74歳の男性（隔年）

検診の実施期間

　集団健診：6月～10月

　施設健診：6月～12月

3

感染症予防事業

　生後3か月から中学生までを

対象に予防接種法に基づき、各

種予防接種を実施する。また、

高齢者を対象に予防接種法に基

づき、インフルエンザ予防接種

を実施する。

継続 1,636,918千円 全市 ソフト

　合併後も合併以前と同様、予防接種法に基づ

き、対象者、対象ワクチンについて定期接種とし

て継続して実施している。
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4

健康まつり事業

　市民が健康に関する情報を得、

生活習慣を振り返る場とし、自

らの健康づくりに取り組むこと

で、市全体の健康意識が高揚す

ることを目指し、健康に関する

展示・体験・相談等を一つの会

場で参加できるイベントとして、

年1回開催する。

継続 8,247千円 全市 ソフト

　健康づくり関連団体で構成される実行委員会に

実施を委託している。

平成24年度の実績

　実施日　：平成24年 10月 21日

　テーマ　：「今日の健康　明日へつなげよう」

　入場者数：1,932人

　

※環境フェスタと合同開催（平成13年度～） 

［２］②きめ細かな福祉サービスの推進

№ 主要事業名・事業概要
進捗状況 総事業費(Ｈ 16～24) 地域 事業区分

実施状況（平成24年度末）

1

身体障害者福祉事業

　障害者社会参加促進事業、身

体障害者福祉運営対策事業、

ショートステイ事業、デイサー

ビス事業、更生医療、舗装具等

助成事業等の在宅福祉、各種施

設への入所などの施設福祉、各

種大会や施設への支援などによ

り、身体障害者の福祉の増進を

図る。

再編 1,523,965千円 全市 ソフト

　平成18年度から施行された障害者自立支援法に

より、障がい種別を問わず、障がいのある人が地

域で安心して生活できるよう、全国共通の障がい

福祉サービス等を提供する「障害者自立支援事

業」に再編。

　障害者自立支援事業は、ヘルパーが訪問し介護

等を行う訪問系サービス、事業所に通所し介護や

訓練等を行う日中活動系サービス、生活の場を提

供する居住系サービス、サービスの利用計画や調

整等を行う相談支援事業の自立支援給付と、身体

機能を補完する補装具費支給制度、障がいに係る

医療費負担を軽減する自立支援医療、市町村が地

域のニーズに応じて実施する地域生活支援事業で

構成されており、総合的な自立支援システムによ

り障がい者の地域生活を支援している。

　なお、障害者自立支援法により実施していた児

童デイサービスは、法改正により平成24年度から

児童福祉法に基づく障がい児支援事業として実施

している。

平成24年度の実績

　訪問系サービス利用者　　　　226人

　日中活動系サービス利用者　　542人

　居住系サービス利用者　　　　303人

　相談支援事業利用者　　　　　109人

　補装具費支給制度利用者　　　263人

　自立支援医療利用者　　　　1,680人

　地域生活支援事業利用者　　5,325人

　障がい児支援事業利用者　　　158人
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2

知的障害者福祉事業

　知的障害者が身辺処理や社会

生活への適応性を高めるため、

更生医療・授産施設・通勤寮へ

の入所（又は通所）により訓練

を受ける施設支援事業及びグ

ループホームへの入居又はホー

ムヘルパー派遣による居宅生活

を支援する。また、施設への短

期入所やデイサービスへ支援す

る。

再編 0 全市 ソフト

　平成18年度から施行された障害者自立支援法に

より、障がい種別を問わず、障がいのある人が地

域で安心して生活できるよう、全国共通の障がい

福祉サービス等を提供する「障害者自立支援事

業」に再編。

3

精神障害者福祉事業

　精神障害者居宅生活支援事業

（ ホームヘルプサービス・グ

ルー プホーム）の実施や、精神

保健 福祉手帳・通院医療費公費

負担 申請受理事務、精神障害者

福祉サービスの相談助言等を行

う。また、社会参加の促進を図

るためタクシー運賃助成を行う。

再編 0 全市 ソフト

　平成18年度から施行された障害者自立支援法に

より、障がい種別を問わず、障がいのある人が地

域で安心して生活できるよう、全国共通の障がい

福祉サービス等を提供する「障害者自立支援事

業」に再編。

4

老人福祉事業

【老人ホーム入所措置事業】

　生活環境や経済的理由により

家庭での生活が困難な高齢者に

係る養護老人ホームへの入所措

置（会津長寿園など）

【緊急通報システム事業】

　日常生活の不安解消を図るた

め、一人暮らし高齢者等に対し

緊急通報装置を貸与

【老人クラブ事業】

　老人クラブ連合会及び単位老

人クラブに対する活動費の補助

【日常生活用具給付事業】

　一人暮らし高齢者に対し、火

災警報器、自動消火器及び電磁

調理器を給付

継続 2,692,038千円 全市 ソフト

・全体として、概ね円滑に推移している。

・単位老人クラブ数及び会員数が減少している。
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5

児童健全育成事業

【家庭児童相談室運営費】

　家庭相談員を２名配置し、電

話や面接により、児童の養育や

家庭問題等、様々な相談に応じ

た助言や指導を行う。

【地域組織活動育成補助金】

　母親クラブについては、児童

館を拠点として地域の児童を対

象にした活動を行い地域の児童

の健全育成をすすめているボラ

ンティア団体である「地域組織

（母親クラブ）」に対し補助金

を交付し活動を支援する。

【就学遺児激励金】

　毎年、5月5日現在、市内の区

域内に住所を有しかつ小・中学

校の第1学年に在学する就学遺児

を対象とし、その遺児を扶養し

ている者に3万円を支給する。

継続 54,055千円 全市 ソフト

【家庭児童相談室運営費】

・相談受付件数　平成16～24年度　　5,017件

【地域組織活動育成補助金】

・母親クラブについては、新市内において結成さ

れた団体はなし。（旧会津若松市のみの３団体）

【就学遺児激励金】

・支給者数　平成16～24年度　　184名

　なお、平成25年度より対象を小・中学校に在学

する全学年の就学遺児に拡大し、小学校在学時1回、

中学校在学時1回支給している。　

6

特別保育事業

　子育て家庭の負担軽減のため

各種保育サービスや出産・育児

に対する情報提供・支援体制を

充実させるため、特別保育事業

（延長保育・一時保育・特定保

育・休日保育・地域子育て支援

拠点事業・障がい児保育等）を

実施し、児童福祉の向上を図

る。

継続 1,932,314千円 全市 ソフト

平成24年度各種保育サービス実施状況

　延長保育　21ケ所

　一時保育　15ケ所

　特定保育　4ケ所

　休日保育　1ケ所

　地域子育て支援センター　18ケ所

　こあらクラブ　２ケ所

　公立保育所４ケ所のうち地域子育て支援セン

ターを開所しているのは、中央保育所のみ。

　合併した北会津地域・河東地域に地域子育て支

援センターが設置されていなかったため、平成23

年度から特別保育事業に地域子育て支援センター

充実事業としてこあらクラブを荒舘こどもクラブ

と河東こどもクラブに設置し、子育て支援の活動

を実施している。
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7

基幹型在宅介護支援センター事

業

・新ゴールドプランに基づき、

中学校区ごとに１箇所を目安と

し地域型在宅介護支援センター

を整備。

・在宅高齢者やその家族の福祉

の向上を図るため、保健・福祉

に係る総合的な相談に応じると

ともに、各種サービスの利用調

整を行う。

終了 107,871千円 全市 ソフト

・平成16年度に地域型センターを統括する基幹型

在宅介護支援センター、また湊地区には地域型の

在宅介護支援センター絆を開所。

・改正介護保険法の施行（平成18年４月）に伴

い、保健・福祉・医療の向上、虐待防止、介護予

防など業務を総合的に担う地域包括支援センター

の設置が義務化、在宅介護支援センターの業務を

段階的に移行。

・平成24年度をもって完全移行。

8

高齢者労働能力活用事業

　シルバー人材センターへの補

助金

継続 105,502千円 全市 ソフト

・平成21年度事業仕分けの結果、国補助金が大幅

に削減されることとなり協調して支出する市補助

金についても、運営状況を鑑みながら所要の調整

を行った。

・平成22年度から３年間、企画提案型事業である

『剪定枝葉を生かした資源リサイクル事業』を実

施。

平成24年４月１日　公益社団法人へ移行

平成25年３月31日　北会津及び河東連絡所を廃止

9

放課後児童健全育成事業

　昼間保護者のいない家庭の小

学校低学年児童（小学１年生～

３年生）に適切な遊び及び生活

の場を与え、その健全な育成と

事故防止、保護者の就労支援を

図る。

継続 1,169,038千円 全市 ソフト

・施設数　22施設（直営４箇所、委託 18箇所）

・利用児童数　1,013名（平成24年５月現在）

10

生きがいデイサービス事業

目的：社会的孤立感の解消及び

心身機能の維持向上

対象：要介護・要支援認定を受

けていない６５歳以上の高齢者

内容：生活指導、健康チェッ

ク、レクリエーション

会場：北会津保健センター

実施方法：会津若松市社会福祉

協議会に委託（週３日）

負担金：900円／日

再編 64,250千円 北会津 ソフト

　平成23年度から、次の事業に移行し介護予防を

推進 　

（1）介護予防教室（一次予防事業）

（2）介護予防教室（二次予防事業）

（3）北会津デイサービスセンター交流会

　　　⇒市社会福祉協議会による独自事業
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［２］③保健・福祉の基盤整備

№ 主要事業名・事業概要
進捗状況 総事業費(Ｈ 16～24) 地域 事業区分

実施状況（平成24年度末）

1

湊町統合へき地保育所施設整備

事業

　湊地区のへき地保育所 4箇所

を統合整備する。

・設置場所

　湊町大字共和字西田面地内

・施設規模

　木造平家建て　686.08㎡

終了 263,925千円 旧市 特№3

平成18年度　　事業着手

平成20年度　　工事完了

平成21年4月　　供用開始(指定管理者）

　4つのへき地保育所を統合し、名称を「湊しらと

り保育園」とした。集団保育により、児童の社会

性を育むとともに、湊地区の児童福祉増進が図ら

れている。

2

老人福祉施設整備支援事業

・老人保健施設の整備に係る借

入金に対する利子補給金

　⇒ライフケア鶴賀、美野里、

エミネンス芦ノ牧

・特別養護老人ホーム等の整備

に係る元利償還金に対する補助

金

　⇒会津みどりホーム、会津長

寿園、枝雪零苑、絆、会津敬愛

苑、芦ノ牧ホームデイサービス

センター、宮川荘ショートステ

イ、会津寿楽荘

継続 1,617,939千円 全市 ソフト

　当初の計画どおり進捗している。

　介護保険制度を円滑に運営するため、介護サー

ビス提供基盤の質的、量的な向上に大きな役割を

果たしている。

3

統合保育所建設事業

　「北会津地区シビックゾーン

整備に係る基本方針」に基づき、

老朽化した川南保育所及び荒舘

保育所を統合保育所として整備

する。

未着手 0 北会津 特№4

　統合施設の整備については、北会津中学校改築

事業を優先するとともに、国の幼保一元化の動向

を注視しながら検討を進めてきた経過にあり、未

着手となっている。平成24年８月に成立した「子

ども・子育て関連３法」により、その方向性が明

らかとなったことから、施設整備の考え方をとり

まとめ、地域審議会や地区区長会、保護者会への

説明を行った。

　なお、平成25年度から事業に着手している。
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［２］④医療体制の充実

№ 主要事業名・事業概要
進捗状況 総事業費(Ｈ 16～24) 地域 事業区分

実施状況（平成24年度末）

1

夜間急病センター運営事業

　市内の夜間における初期救急

医療体制として夜間急病セン

ターを運営し、より重篤な患者

を診療する二次及び三次救急指

定病院との連携により、救急医

療の健全な役割分担による充実

を図る。

継続 270,055千円 全市 ソフト

○診療科目　　　内科・小児科・外科

○診療時間等　　年中無休

○受付時間　　　午後6時30分～午後10時30分

○診療時間　　　午後7時～

○診療体制　　　医師・看護師・事務員各1名体制

　平成22年４月に謹教コミュニティセンター複合

施設１階（山鹿町）に移転。

2

在宅当番医制事業

　休日（日曜・祝日）の日中に

おける急病患者の初期医療体制

の確保対策として、医師会・歯

科医師会と事業委託契約を締結

し、市内の各医療機関（内科・

小児科・外科・歯科）において

診療を行う。

継続 68,957千円 全市 ソフト

○内科・小児科・外科

　診療時間　9：00～17：00

　診療体制　会津若松医師会会員による当番制。

日曜・祝日等の休日は小児科専門医が診療を行っ

ている。年末年始は休診。

○歯科

　診療時間　10：00～16：00

　診療体制　会津若松歯科医師会会員による当番

制。１月１日～３日は休日でなくとも実施。休日

当番医事業実施に伴い、会津薬剤師会により自主

的に休日当番薬局の当番を実施している。
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［３］活力ある産業に会えるまちづくり【産業振興】

　　　①農林業の振興

№ 主要事業名・事業概要
進捗状況 総事業費(Ｈ 16～24) 地域 事業区分

実施状況（平成24年度末）

1

新規就農者支援事業

　新規就農者相談窓口を開設

し、就農時の支援策の照会や、

農業特区による農地の確保に対

する支援を行う。

平成21年度まで

 新規就農相談窓口の開設

平成22年度～

　新規就農サポート事業を導入 

平成24年度～

　青年就農給付金事業を開始

継続 10,973千円 全市 ソフト

　新規就農者の育成確保を図るため、新規就農相

談窓口の開設や新規就農サポート事業を市単独事

業で実施してきたが、原子力発電所事故の影響に

より事業を廃止せざるを得なくなった。　

　平成24年度から、国が青年就農給付事業を開始

したため、この事業を積極的に活用し新規就農者

の確保を図ることとした。

○新規就農サポート事業　

・平成22年度　新規就農希望者の募集、短期農業

体験、中期農業研修の実施（４名）、農業実践研

修対象者の審査等

・平成23年度　農業実践研修の実施（２名）、原

子力発電所事故により新規の応募者なし

・平成24年度　事業廃止

○青年就農給付金事業

　人・農地プランによる新規就農者の確保を図る

・平成24年度　個人４名、夫婦１組の新規就農

2

農業後継者対策事業

　魅力ある農業を目指す農業後

継者を確保し、地域リーダーと

なりうる農業後継者を育成する

ため、会津若松市農業青年協議

会、北会津愛農クラブの活動を

支援するため、当面、それぞれ

の組織に対して支援を行うこと

とし、将来的にはより連携した

活動ができるよう組織の統合を

目指す。

継続 640千円 全市 ソフト

　会津若松市農業青年協議会については、昭和 51

年、北会津愛農クラブについては昭和 42年の設立

以来目的達成のために県等関係機関との連携のも

と、それぞれの後継者組織に対して支援を行って

きており、合併後も継続して支援している。

　組織の統合については、両組織において話し合

いを行ってきたが、年齢構成や地域性などから未

だ統合するにいたっていない。

3

認定農業者等組織支援事業

　認定農業者等が実施する、認

定農業者等の持つ経営資源と地

域の特性を活かした自発的な活

動や認定農業者個々の農業経営

改善の加速化を図るとともに、

地域振興を図るため認定農業者

等組織に対し財政的な支援を行

う。

終了 284千円 全市 ソフト

　会津若松市、旧北会津村、旧河東町にはそれぞ

れ認定農業者等組織があり、合併後は、会津若松

市認定農業者連絡協議会として一部の活動を共同

で実施してきたが、平成19年度をもって県の補助

事業が廃止され、平成20年度に３組織が合併して

「会津若松市認定農業者協議会」が発足し、会員

自らが行う自主的な運営を、「会津若松市担い手

育成総合支援協議会」の活動などにより側面から

支援している。
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4

稲作振興事業

　県補助事業を活用し、稲作の

生産コストの削減及び省力化に

より生産性の向上を図るととも

に、会津米の品質向上対策によ

り地域産米の安全性の確保、品

質・食味の向上を図るため、水

稲の生産にかかる農業機械等の

導入に対する支援を行う。

再編 51,266千円 全市 ソフト

　県補助事業を活用した稲作振興事業、園芸振興

事業を統合し、県補助事業に対応するため「農業

機械施設等導入事業」として再編した。

　・売れる米づくり条件整備事業

　・低コスト省力化米づくり推進事業

　・会津米品質向上対策事業

　・環境にやさしい米づくり推進事業

　・会津エコ米等推進事業

　米を取り巻く情勢の変化により、水稲用農業機

械の導入支援事業の要件変更や、国による農業者

への直接補助事業等の影響により事業費の変動が

大きくなった。また、環境に配慮した農業への取

り組みを国と自治体が直接支援する取組みも開始

されている。

5

園芸振興事業

　施設園芸の拡大による気象災

害の回避及び高品質生産、さら

には価格補償による農業経営の

安定と消費者の求める安全で安

心な農産物の生産を目指すため、

県の補助事業を活用し、園芸用

機械施設等の導入を支援する。

また、会津ブランドの確立を図

るため、農業団体と連携した事

業を実施する。

再編 63,027千円 全市 ソフト

　県補助事業に対応するため「農業機械施設等導

入事業」として再編した。また、地域ブランド確

立事業として、會津野彩、会津みしらず柿等の生

産振興を図った。

　・県青果物価格補償事業

　・園芸用機械施設等導入支援事業

　・地域ブランド育成事業

　県補助を活用し、トマト、アスパラガス、花き

のパイプハウス等の導入を行うとともに、地域ブ

ランドの確立に向けた取り組みを行っている。

6

森林整備事業

【森林整備地域活動支援】

　施業計画の作成主体と市長が

協定を締結し施業区域明確化等

の活動に対し交付金等を支援

【市民と共生の森整備】

　市民に憩いと学びの場として

場所を提供し、森林・林業に対

する理解の向上と、ボランティ

アによる里山の森林整備を行う

【造林補助事業】

　森林所有者等が実施する間伐

等の森林施業に対し、県の造林

補助金交付要綱に基づく進達と、

本市造林補助金交付要綱により

県の補助事業査定経費の10％の

嵩上げ助成を実施

継続 34,789千円 全市 ソフト

【森林整備地域活動支援】

  ・施業実施区域の明確化(H19～H22) 1,003.34ha

　・境界の明確化(H22) 　　　　　　　　　  5ha

　・森林被害状況確認(H22)　　　 　　  79.09ha

  ・森林経営計画促進(H23～H24)   　　   530ha

【市民と共生の森整備】

  ・森林環境交付金事業面積（H18～H20）10.72ha

  ・森林整備加速化事業面積（H21～23） 17.37ha

  ・保護巡視面積･･･182.58ha（年）

  ・森林保険加入･･･3年毎更新（H24年度更新済）

【造林補助事業】

  ・市造林補助事業補助金

　　実施面積：138.74ha 
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7

土地改良事業

　県や事業主体が行う土地改良

事業に対し一部補助する。

【高畑堰地区土地改良維持管理

適正化事業】

　土地改良区等による施設補修

のための資金を造成を行う。

【金道地区農業用施設改善対策

事業】

　施設整備改善計画に基づく整

備を行う。

(1)総事業費：7,104千円

(2)事業期間：Ｈ17～19年度

(3)事業量：用水路補修L=120m

【日橋堰地区県営かんがい排水

事業】

　幹線用水路の老朽化に伴う抜

本的な改修を平成6年度から県

営事業で実施する。

(1)総事業費：2,425百万円

(2)事業期間：Ｈ6～25年度

(3)事業量：3水路L=13,402ｍ

【河東西部地区県営経営体育成

基盤整備事業】

　農業・農村の健全なる発展及

び食料の安定供給を図るため、

農業生産の基盤を整備を行う。

(1)総事業費：2,222百万円

(2)事業期間：Ｈ9～19年度

(3)事業量：整地工A=100.2ha

【東長原地区県営経営体育成基

盤整備事業】

(1)総事業費：440百万円

(2)事業期間：Ｈ21～26年度

(3)事業量：整地工A=27.4ha

【強清水地区基盤整備促進事

業】

　強清水地区の幹線用水路は赤

井谷地（国指定天然記念物）の

保護に関連し維持管理に多大な

費用と労力を費やしており、幹

線用水路を整備し維持管理の軽

減を図る。　

(1)総事業費：155百万円

(2)事業期間：Ｈ16～22年度

(3)事業量：幹線用水路L=1,563m

継続 418,655千円 河東 ハード

【高畑堰地区土地改良維持管理適正化事業】

平成18年度補修工事完了、補助費583千円

　施設の老朽化に伴う補修により、農地及び農業

用施設の維持保全が図られ維持経費の節減が図ら

れた。また、河川に築造する施設であり、河川管

理者から改善命令が出され、大規模な改修計画に

向け施設管理者が事業化の調整中である。

【金道地区農業用施設改善対策事業】

平成19年度水路整備完了、補助費2,904千円

　施設の老朽化に伴う補修により、農地及び農業

用施設の維持保全が図られ維持経費の節減が図ら

れた。

【日橋堰地区県営かんがい排水事業】

(1)整備済延長　　L=13,017m（97％)

(2)事業完了予定　平成25年度(予定)

(3)補助費291,985千円

　３つの幹線用水路は河東地域の農地へ用水を安

定供給する目的から整備が進められ、早期整備が

望まれており、平成25年度完了に向け支援する。

【河東西部地区県営経営体育成基盤整備事業】

平成20年10月10日換地処分、補助費81,688千円

　大型ほ場（農地）の整備や道路・用排水路を系

統的に配置し、暗渠排水（農地の排水を良くす

る）や客土による耕地の汎用化（田及び畑として

利用可能にする）による集積率向上（地域担い手

等に作業依頼）に伴い、担い手農家及び地域農業

の経営の安定と食料の安定供給に寄与された。

【東長原地区県営経営体育成基盤整備事業】

(1)整備済面積：Ａ＝27.4ha（100％）

(2)整備予定内容：補完工事（手直し）・換地業務

(3)事業完了予定：平成26年度、補助費39,617千円

　平成24年度に長谷地工区の農地整備が完了し、

事業区域内は平成25年から営農が可能になる。事

業完了予定の平成26年度までは、補完工事（手直

し）や換地処分に向けた確定測量等の業務を行う。

【強清水地区基盤整備促進事業】

　平成22年度に事業完了し、平成23年から幹線用

水路での用水供給を開始した。補助費1,878千円

　施設整備により、農地及び農業用施設の維持保

全が図られ経費の節減と効率化が図られた。
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8

農道整備事業

　地域が緊急に対応しなければ

ならない課題に応えて早急に行

う必要がある農道の整備を推進

し、もって農業・農村の振興と

定住環境の改善に資するため、

農林水産省と総務省が協力して

国庫補助事業及び地方単独事業

を効果的に推進する。

冬木沢地区　L=850m

浅野地区　　L=380m

新屋敷地区　L=529m

強清水地区　L=870m

継続 17,794千円 河東 ハード

冬木沢地区：市単独事業でＨ 18年度完了

浅野地区：市単独事業でＨ18年度完了

新屋敷地区：市単独事業でＨ20年度完了

強清水地区：市単独事業等による整備調整中

9

担い手への農地流動化集積事業

　認定農業者等地域農業の担い

手へ農地の集積を推進すること

により、農業振興及び持続的発

展を図るため、農地の貸し手、

受け手双方に補助金を交付する。

再編 33,523千円 全市 ソフト

・平成18～19年度

　農地の貸し手、受け手双方に交付

・平成20年度

　農地の受け手のみに交付

・平成21～22年度

　6年以上の新規利用権を設定した受け手に交付

・平成23～24年度

　戸別所得補償制度における規模拡大加算の対象

農地（農地集積円滑化団体が行う農地集積事業の

対象となった農地）の貸し手に対して交付

Ｈ24対象面積：23.5ha、助成単価：10,000円/10ａ

10

特別栽培農産物認証制度推進事

業

　安全・安心な農産物の生産に

より、消費者に支持される産地

づくりを進めるため、特別栽培

農産物認証取得のための支援を

行う。

終了 133千円 全市 ソフト

　水田農業構造改革対策における産地づくり交付

金により、特別栽培、有機栽培農産物に対する助

成措置を講じたことから平成18年度で事業を終了

した。
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11

国営かんがい排水事業の支援

　宮川から取水する一部農地に

ついては、平成16・17年度の

2ヵ年で会津宮川土地改良区管理

区域へ編入され、国営かんがい

排水事業宮川地区の受益となり、

国営事業の負担を支払う必要が

生じた。同北会津地域で整備さ

れた国営事業会津南部地区に対

する市の負担と公平な取扱いを

するため、受益者負担に対する

償還額の補助を行う。

継続 7,896千円 北会津 ハード

　平成17年度から償還支援を実施し、平成41年

度完了予定。

平成23年度まで　　　　6,846千円

平成24年度決算見込み  1,050千円

平成25年度以降　　　 17,845千円

12

基盤整備促進事業

　農道改良工事を行なうため、

国庫補助を受けるための調査事

業等を実施、事業化に向けた事

業受益者と事業申請等の調整や

道路改良工事を行なう。

真宮地区　L=306m

宮木地区　L=181m

終了 14,440千円 北会津 ハード

平成16年度　真宮地区事業完了

平成19年度　宮木地区事業完了（市単独事業）

　農村集落生活環境向上及び農作物集出荷の効率

化が図られた。

13

県単農村整備事業

　国庫補助の採択対象外の小規

模な土地改良事業について、県

が単独に補助し、農業用施設の

整備を行い、併せて農業の近代

化と農村環境の改善を図る。

　安良田地区

　排水路改修　L=342m

終了 308千円 北会津 ハード

　平成19年度施設管理者（会津大川土地改良区）

が改修し、整備完了する。市は事業費の一部を支

援した。

　施設の老朽化に伴う補修により、農地及び農業

用施設の維持保全が図られ維持経費の節減が図ら

れた。

14

農業使用済プラスチック適正処

理事業

　農業用使用済プラスチックの

適正処理に関する意識啓発及び

一斉回収、リサイクル処理の実

施。

継続 3,434千円 全市 ソフト

・平成10年　会津若松市農業用使用済プラスチッ

ク適正処理推進協議会設立

・平成18年　河東地区協議会を統合

・平成20年　北会津地区協議会を統合

　農業用使用済プラスチック適正処理事業に係る

県補助事業の実施時期が、旧市町村で異なってい

たため統合の時期が異なる。

　そのため、平成20年度まで農家負担の軽減を図

るため、処理経費の一部を補助した。

　平成21年度以降は、フォークリフト賃借料等の

事務費を協議会に補助することにより、農家負担

の軽減を図った。

平成16～24年度処理実績　1,297.3トン
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［３］②体験・滞在・周遊型観光の振興

№ 主要事業名・事業概要
進捗状況 総事業費(Ｈ 16～24) 地域 事業区分

実施状況（平成24年度末）

1

鶴ヶ城公園整備事業

　鶴ヶ城公園内の石垣や老朽化

している公園施設の維持・補修

を行い、来場者及び利用者の安

全性・利便性の確保、向上を図

る。

継続 118,152千円 全市 ハード

　鶴ヶ城公園の石垣については、毎年石垣の定点

観測を実施し、積み石の動き等について確認して

いるほか、公園管理委託者と連携し巡回等を実施

しながら、良好な公園環境保持に努めている。会

津水泳場について、平成16年度から年次計画で改

修工事を実施している。

2

まちなか観光推進事業

　市街地への観光客の誘致促進

を図るため、まちなみの整備や

まちの活性化のため組織された

団体等が地域住民や市と一体と

なり、まちなか観光を積極的に

推進する。

継続 15,833千円 全市 ソフト

　観光振興計画、観光振興条例の制定を行い、ま

ちなみ整備事業、まちなか活性化事業等に取り組

んできた。

　まちなみ整備・活性化団体が行う活性化事業や

看板のれん等の整備への支援、七日町市民広場の

管理、大型観光バス駐車場の提供などを行う。

3

広域的観光推進事業

　会津地方の市町村が中心とな

り、民間事業者、宿泊施設、交

通事業者等の連携のもと、観光

誘客及び受入態勢の整備促進を

図り、地域の観光及び産業の発

展を目的に取り組む。

　主な広域観光連携事業

・極上の会津プロジェクト協議

会

・会津若松磐梯地区国際観光振

興推進協議会

・会津カード運営協議会

・会津置賜間バス運行推進委員

会

・日光会津観光軸活性化推進検

討委員会

・磐越西線SL運行推進協議会

・磐越西線SL定期運行推進協議

会

・「論語」の素読による地域活

性化事業実行委員会　等

継続 124,374千円 全市 ソフト

　極上の会津プロジェクト協議会事業について

は、会津地方17市町村の地域資源や観光素材を地

域の魅力として発信し、ＪＲ東日本等との連携の

もと目標実現のために取り組んでいる。

　特に東日本大震災、原子力発電所事故以降、震

災復興事業を柱に、誘客効果が短期的に期待で

き、早急に観光復興に寄与できる事業に取り組

む。
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4

デスティネーションキャンペー

ン

　JRグループ旅客 6社と指定を

受けた自治体（県単位が基本）、

地元の観光事業者等が協働で実

施する大型観光キャンペーン。

会津地域では、「福島県あいづ

デスティネーションキャンペー

ン」として平成17年 7～9月に

実施。

継続 16,352千円 全市 ソフト

　「極上の会津プロジェクト協議会事業」とし

て、平成17年度実施の「福島県あいづデスティ

ネーションキャンペーン」で培われた広域観光連

携体制を発展的に継続し、会津地域全体の観光振

興の更なる推進に取り組んできた。

　平成27年度「ふくしまデスティネーションキャ

ンペーン」の実施のために、県に対して要望活動

を行い、JRにおいて実施が決定された。平成26年

4～6月にプレ DC、27年 4～6月に本 DC、28年4～6

月にアフター DCが予定される。

5

フィルムコミッション推進事業

　円滑な撮影環境を整え、映画

やテレビ等の撮影を積極的に誘

致・支援し、放映を通して本市

の魅力を全国に発信することで

観光誘客を図る。

継続 8,360千円 全市 ソフト

平成20年度：名君保科正之公の大河ドラマ化及び

大河ドラマ「天地人」ロケ実施に向けた取り組み

平成21年度：ホームページ拡充（映像コンテンツ

収集、掲載内容更新など）

平成23年度：会津ゆかりの人物紹介

平成24年度：大河ドラマ「八重の桜」、テレビ東

京「白虎隊」ロケ実施への支援

その他、各種番組製作に関する協力・支援

6

温泉地域活性化推進事業

　東山・芦ノ牧の両温泉観光協

会、両活性化委員会が主体と

なって、誘客宣伝・イベント・

温泉街環境整備など、温泉街を

活性化するための事業について、

メニュー方式にて補助金を交付

する。

継続 99,088千円 旧市 ソフト

　観光客が温泉街をそぞろ歩きできるための魅力

創出や、観光誘客に向けた各種取組みが必要とさ

れていたが、東日本大震災及び原子力発電所事故

の風評被害により、両温泉街における宿泊者数は

減少している。こうしたことから、平成24年度か

ら通常分に加え、震災復興特別分を補助してい

る。

　温泉地域が中心となって作成した活性化計画に

基づき、各温泉街の特色を活かした自主的な取組

みを継続して支援していく。
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7

グリーンツーリズム支援事業

　都市住民を対象とした体験交

流事業を通し、農業振興及び中

山間地域をはじめとした農村地

域の活性化を図る。

・中山間地域におけるイベント

型体験交流事業

・市内全域を対象としたワーキ

ングホリデー事業

継続 4,191千円 全市 ソフト

　モデル地区（中山間地域）におけるイベントを

中心とした都市住民との体験活動や、ワーキング

ホリデー事業により滞在型農業体験の推進を図っ

た。

　その結果、グリーンツーリズム事業を実施する

農家等も増加したことから、「会津若松市グリー

ンツーリズム・クラブ」を設立し、クラブの自主

性を重んじたグリーンツーリズム事業の展開を

図っている。

・グリーンツーリズム・クラブを中心とした受入

態勢の整備

・地元旅行会社等との連携による旅行商品の造成

・モデル地区の自立

8

ホタル祭り開催事業

　ゲンジボタルを資源として、

自然環境に対する住民意識の高

揚及び産業の振興など地域の活

性化を図るために、「ホタル祭

り」をホタル祭り実行委員会の

主催により開催し、地域の魅力

等を県内外に向けて発信する。

継続 57,000千円 北会津 ソフト

　毎年6月下旬の土曜、日曜日の2日間開催。

　内容は、ホタル鑑賞会、ホタル市（地域の農産

物や特産品の販売等）、民話劇など。

　例年、県内外より3万人弱の来場者で賑わい、各

種イベントを通して「ホタルの里北会津」の魅力

を広く発信・ＰＲしている。また、農産物や特産

品等の販売・ＰＲの機会としても一役を担うなど

産業振興にもつながっている。

9

広田駅公衆便所改修事業

　広田駅既存施設の老朽化が著

しいことから、公共下水道事業

に合わせて広田駅前公衆便所と

して新築し、住環境整備を行な

う。

広田駅公衆便所建設及び取壊工

事

構造等：ＲＣ及び木造平屋

建築・延床面積：20.4㎡

概要：男子用（小２、大１）、

女子用（大１）、多目的（身障

者用　大１）

解体施設：木造平屋　7.5㎡

終了 14,934千円 河東 特№5

平成18年９月７日　 事業着手

平成18年12月15日　　完了

平成18年12月22日　　供用開始

　当地域の中心的役割の広田駅に公衆便所が整備

され、当地域の利便性が向上し観光会津のイメー

ジアップが図られた。また、地元商工会が実施す

る駅前イベントの際にも活用されており、今後も

適切な管理に務めていく。
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［３］③新規産業の創出

№ 主要事業名・事業概要
進捗状況 総事業費(Ｈ 16～24) 地域 事業区分

実施状況（平成24年度末）

1

新事業創出促進事業

　ビジネスインキュベーション

事業を実施する民間事業者に対

して施設整備・運営の支援を行

い、ベンチャー企業の円滑な事

業立ち上げ及び起業家育成、創

業促進を図る。

再編 0 全市 ソフト

　従来の「ビジネスインキュベータ補助制度」は

平成16年度で終了し、以降、創出されたベン

チャー企業等と会津大学、地域企業との産学連携

を推進し、地域産業の活性化を図ってきた。

　平成23年度より、ITを中心としたベンチャー支

援と新事業創出促進を一体的に取り組むものとし

て事業の再編を行い、ＩＴ産業振興をはじめ、新

規創業、新事業創出などの総合的な支援を図るも

のとした。

2

ＩＴ産業振興事業

　本市には、会津大学をはじめ

多くのＩＴベンチャーが集積

し、地域における重要な産業の

一つとなっており、ＩＴ産業が

持続的に発展するために必要な

支援を行う。

　具体的には、会津産IT技術認

定制度や販路拡大展示会補助、

ＩＴ特許相談窓口など、市独自

のＩＴベンチャーや新規起業者

に対する支援をはじめ、大学や

地域産業界との協働・連携を図

り、広くＩＴベンチャーの人材

育成や事業支援を行いながら、

地域ＩＴ産業の発展･集積促進を

図る。

継続 582,323千円 全市 ソフト

　従前の「新事業創出促進事業」を統合し、ＩＴ

産業振興をはじめ、新規創業、新事業創出などを

含めて総合的な支援を図る。

　平成14年度の「会津若松市 IT戦略懇話会」の

提言に基づきアクションプログラムを作成し、IT

を中心としたベンチャー企業の育成・成長を支援

しながら産業の集積を図ってきた。

　会津産ＩＴ技術認定において、毎年度数社が受

賞しているが、近年は(独法)情報通信研究機構が

開催する「ベンチャービジネスプラン発表会」へ

認定企業の推薦枠を確保し、２年連続大賞を受賞

するなど、企業の効果的なＰＲと支援の機会を創

出している。

　平成24年度は「ビジネスインキュベーション事

業補助制度」を再構築し、新たなベンチャーの創

業環境の整備を進めている。

　また、ＩＴベンチャーとの連携により、スマー

トコミュニティ確立の一環としたスマートグリッ

ド通信インタフェース導入事業に取り組み、今後

の新たな分野でのビジネスへと結び付けていく。
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［３］④企業誘致の促進

№ 主要事業名・事業概要
進捗状況 総事業費(Ｈ 16～24) 地域 事業区分

実施状況（平成24年度末）

1

企業誘致促進事業

　会津若松河東工業団地への企

業誘致を行う一方、既存企業の

事業拡大・増設支援を行う。ま

た、市内への事業所の誘致を行

う。

継続
582,176千円

（Ｈ 20～24の総事業費）
全市 ソフト

　企業誘致を促進することは、雇用拡大による定

住人口の増加や市民所得の向上、更には、地域経

済の活性化を図るための重要な施策の一つである。

このため、今後の成長が見込まれる再生可能エネ

ルギー関連企業、医療福祉関連産業を中心に企業

誘致を進める一方、既存企業の支援についても継

続的に行い、業務拡大による増設を促し、更なる

企業立地の推進に努めている。

・企業誘致実績

平成20～24年度まで　新設11、増設15

うち河東工業団地　新設３

㈱グリーン発電会津、㈱ 羅羅屋、㈱サンブライト

［３］⑤既存産業の活性化

№ 主要事業名・事業概要
進捗状況 総事業費(Ｈ 16～24) 地域 事業区分

実施状況（平成24年度末）

1

会津ブランド推進事業

　伝統工芸品や先端技術、住宅

など、様々な産業界の生産品を

「会津ブランド」として差別化

を図りながら、消費者（バイ

ヤー含む）の会津地域に対する

評価を高め、新たな価値を創造

し、経済の好循環を図る。

　また、ブランド化しやすい分

野（食）に特化し、農商工連携

を主要コンセプトとして消費者

を裏切らない高い品質の商品づ

くりや首都圏の主要な流通・宿

泊・飲食企業と地域の生産・加

工事業者等との提携支援を行

い、新たな販路開拓・拡大を図

る。

継続 73,650千円 全市 ソフト

　市が構成員となる「会津ブランド推進委員会」

において、会津の素材や技術等を活かした漆器、

清酒、加工食品等の産品を「会津ブランド」とし

て認定し、販路開拓・拡大とともに会津地域その

もののブランド化を図り、地場産業の活性化を

図っている。

　全会津の行政機関で構成する「会津地域経済循

環推進協議会」を設立し、会津地域が一体となっ

た食のブランド化による産業振興を図っている。

　原子力発電所事故の風評等により農業や観光関

連産業をはじめ多くの産業で甚大な被害が発生し

ており、協議会を推進母体として首都圏での「企

業マルシェ」を実施し、会津地域の農産食品・工

芸品の販売とともに、観光誘客活動を行うこと

で、会津地域の安全・安心を積極的に発信してい

る。

　平成17年度より継続実施している「会津ブラン

ドものづくりフェア」は、位置づけを「地場産業

振興事業」から「会津ブランド推進事業」に再編

した。
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2

中心市街地活性化事業

【事業目的】

　民間事業者や商店街、まちづ

くり団体等をはじめ、中心市街

地活性化協議会との協働による

様々な事業展開により、本市の

実状に応じた「歩いて暮らせる

コンパクトなまちづくり」を目

指し、まちなかの賑わいを創出

する。

【事業の必要性】

　中心市街地は「まちの顔」と

して地域の活力を示す場であ

り、中心市街地の環境整備と地

域個性の創出に努め、まちなか

の賑わいと活性化を進めていく

必要がある。

【事業概要】

　改正中心市街地活性化法に示

された「選択と集中」の考えに

基づき、「中心市街地活性化基

本計画」を見直すとともに、多

様な団体で構成される「会津若

松市中心市街地活性化協議会」

と連携し、様々な活性化事業等

を推進・支援する。

継続 307,980千円 旧市
ハード

ソフト

主な活性化事業

・平成17年度：野口英世青春広場整備

・平成18年度：中心市街地活性化協議会設立　　

・平成19年度：歩いて暮らせるまちづくり社会実

験

・平成20年度：改正中活法に基づく中心市街地活

性化基本計画の見直しを実施

・平成21年度：会津若松駅前地区再開発協議会、

中合会津店対策協議会による利活用協議、戦略的

中心市街地賑わい再生事業、商店街街路灯省エネ

改修事業

・平成23年度：取戻そう元気な会津事業、まちな

か交流の場づくり事業　

・平成24年度：まちなか賑わい協働事業（会津ま

ちづくり応援隊設立）

3

地場産業振興事業

　本市経済発展の礎であり、歴

史・文化を形成してきた伝統産

業である会津漆器及び会津清酒

産業をはじめ地域に根付く企業

等に対し、業界の後継者育成や

販路開拓の取り組みを支援す

る。

　具体的には、漆器技術後継者

に対する自立支援の充実、消費

者ニーズへの的確な対応能力の

育成、会津漆器や会津清酒、加

工食品等の首都圏での展示会や

大規模集客施設での活用促進、

さらには海外を含めた販路拡大

に向けた支援を強化する。

継続 657,630千円 全市 ソフト

　会津漆器技術後継者訓練校や会津酒造技術後継

者育成協議会の運営、会津漆器技術後継者の育

成・自立支援、会津漆器使用拡大、会津清酒消費

拡大など、基本的な支援事業を継続して行ってい

る。

　特に平成24年度は「地場産業販路開拓支援事

業」により、インターナショナルギフトショーや

スーパーマーケットトレードショー、フーデック

スジャパンといった工芸品や食品に関する全国規

模展示会・商談会への出展を支援し、本市地場産

品の新たな販路開拓とともに取り引き拡大を図っ

た。
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4

商工業振興事業

○中小企業振興条例に基づく補

助(中小企業振興補助金)

　市内商店街等が行う本市商業

の振興につながる各種事業に対

する側面支援として補助金を支

出

○会津若松市商店街連合会補助

金（市商連補助金）

○十日市実行委員会負担金（十

日市負担金）

○地域購買推進事業補助金（プ

レミアム商品券補助金）

　市、商工会議所、市商連が連

携して取り組んでいる「地元購

買促進運動」の取組みの一環と

して商工会議所が実施するプレ

ミアム商品券の発券事業等を支

援

　以上の主な補助金等により、

商工業の振興を支援する。

継続 290,396千円 全市 ソフト

○中小企業振興補助金

　県補助金の改正等を踏まえ施行規則を改正

　施行日：平成16年11月1日、平成17年4月1日、平

成18年4月1日、平成21年4月1日、平成24年4月1日

○市商連補助金、十日市負担金

　毎年度の事業内容・決算額を精査のうえ、補助

金額を決定・交付

○プレミアム商品券等補助金

・平成21年度：定額給付金の支給(5月)および「あ

いづ商業まつり」(12月)に併せて2回実施　　　　 

・平成22年度：「あいづ商業まつり」(12月)に併

せて実施

・平成23年度：災害復興支援を目的に2回実施(6

月・12月)

・平成24年度：商工会議所と協議のうえ実施見送

り

5

商工業金融対策事業

　市内中小企業者を対象として、

市独自に金融機関と協調した低

利の融資制度を設置するととも

に、商工中金等への原資の貸し

付け、さらには市融資制度の利

用に係る信用保証料の補助を行

うことにより、中小企業者の円

滑な資金調達および資金繰りに

係る負担軽減を図り、経営の安

定化、ひいては地域経済の活性

化を図る。

継続 5,909,295千円 全市 ソフト

【預託等】

・市中小企業未来資金保証融資制度

・中小企業等協同組合融資制度（商工中金）

【信用保証料補助】

・市中小企業未来資金保証融資制度信用保証料補

助

【利子補給】

・新規開業特別貸付等利子補給（新規融資分は廃

止）
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［４］美しさと住みやすさに会えるまちづくり【都市基盤】

　　　①道路体系の構築

№ 主要事業名・事業概要
進捗状況 総事業費(Ｈ 16～24) 地域 事業区分

実施状況（平成24年度末）

1

都市計画道路会津若松駅中町線

整備事業

　大町四ツ角～会津若松駅区間

Ｌ＝945ｍ　Ｗ＝9.0ｍの道路改

築整備（電線の地中化、カラー

コンクリート平板ブロック、歩

道融雪施設の整備等）

継続 17,600千円 旧市 特№6

　地元の活性化協議会と整備内容や道路の利活用

などについての話し合いを行っている。

平成22年度　整備計画策定

平成23年度　無電柱化予備設計

平成24年度　道路詳細設計・消融雪施設基本設計

2

都市計画道路藤室鍛冶屋敷線整

備事業

　国道１１８号～三角屋交差点

区間Ｌ＝760（600）ｍ　Ｗ＝16

～17.0ｍの道路改築整備（街路

の整備、用地補償、道路改良）

継続 500,200千円 旧市 特№7

　当面は、合併特例事業区間（L=760ｍ）のうち、

現在、事業認可を受けている国道 118号～竹田綜

合病院前交差点先（L=574ｍ）を優先的に実施して

いく。

　認可区間進捗率：事業費ベース　64.5％

3

都市計画道路稲荷山七日町線整

備事業

　上町～中央一丁目までの

L=300.6m　W=16.0m（馬場町工

区）及び大町一丁目～七日町 L=

約 600ｍ　W=16.0ｍの道路新設

整備（街路の整備、用地補償）

継続 433,140千円 旧市 ハード

　馬場町工区の L=300.6ｍについては、平成10年

度に事業認可を受け平成20年度に整備が完了。

　東千石から大町通りまで整備されたことから、

一定程度の効果が発現された。今後、大町一丁目

～七日町区間の整備については、将来的な交通量

等を勘案し、財政状況を踏まえながら、整備時期

を検討していく。　

　なお、大町通りから七日町までの約600ｍの整備

については、歴史的な寺社、仏閣等もあることか

ら、整備時には、ルート変更の検討も必要であ

る。

4

都市計画道路インター南部幹線

整備事業

　全体事業計画 L=500m、W=20.5

～30.0m（北小路通～磐見町通～

金川町通・ＪＲ只見線交差部

間）　

継続 1,238,500千円 旧市 特№8

　北小路～磐見町区間 L=252mは、平成11年度に

事業認可を受け平成23年度に整備が完了。これに

より、国道 252号から藤室街道までの相互通行が

可能となり、会津若松ＩＣへのアクセス道とし

て、一定程度の効果が発現された。今後、磐見町

～藤室踏切先L=約 250ｍ区間の整備については、

財政状況を踏まえながら、整備時期を検討する。
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5

市道幹Ⅰ－22号線道路整備事業

　市道幹Ⅰ－１７号線と併せて

整備し、通学路の確保及び渋滞

の解消を図る。全体延長Ｌ＝600

ｍ　Ｗ＝12.0ｍ

未着手 6,772千円 旧市 特№9

　当該路線の計画幅員で、ほ場整備の非農用地と

して設定し、一部用地買収済み。現在、未着手と

なっているが、財政状況を踏まえながら整備時期

を検討する。

6

人にやさしいみちづくり歩道整

備事業

　バリアフリー基本構想に基づ

く特定経路を中心に、誰もが安

全で安心に通行できる歩道を整

備する。

　歩道等の整備工事

　Ｌ＝14,011ｍ

継続 723,673千円 旧市 特№10

平成11年度事業着手

平成24年度末実績（繰越含む）　

 延長　：10,017.0ｍ（全体計画20,184ｍ）

 事業費：910,030千円（全体計画1,436,000千円） 

 進捗率：延長ベース49.6％事業費ベース63.4％

　当初計画より遅れている状況にあるが、整備済

みの箇所から整備効果は発現されており、将来的

にはバリアフリー基本溝想の特定経路も含めて歩

行系のネットワーク化を図っていく。

7

市道幹Ⅰ－１号線道路整備事業

　市北部の国道４９号から国道

１２１号を通り、河東町へ通じ

る幹線道路整備　

Ｌ＝1,435ｍ　Ｗ＝11.0ｍ

未着手 0 旧市 特№11

　当該路線の計画幅員で、ほ場整備の非農用地と

して設定し、一部用地買収済み。現在、未着手で

あるが、財政状況を踏まえながら整備時期を検討

する。

8

市道幹Ⅰ－６号線道路整備事業

　本市北部から中心市街地への

アクセス整備

　全体計画

　Ｌ＝1,450ｍ　Ｗ＝10.5-8.0ｍ 

　踏切部

　　Ｌ＝300ｍ　Ｗ＝10.5ｍ　　

　一般部

　　Ｌ＝1,150ｍ　Ｗ＝8.0ｍ

継続 306,776千円 旧市 特№12

平成19年度：踏切部整備に着手

平成20年度：詳細設計等実施

平成21～24年度：用地・補償・工事等

平成26年度：踏切部事業完了予定

　本路線の整備により、時間規制による一方通行

の解除と会津若松ＩＣから会津若松駅や中心市街

地へのアクセス道路としての役割を果たす。

9

都市計画街路事業

　会津若松市の都市計画道路 36

路線 L=98,040ｍのうち未整備路

線の整備。

継続 ※個別に掲載 旧市 ハード

平成9年度　藤室鍛冶屋敷線事業着手

平成10年度　稲荷山七日町線事業着手

平成11年度　都市計画道路インター南部幹線事業

着手

10

道路新設改良整備事業

　市道幹Ⅱ－３９号線（郡山第

三小学校線）道路整備（歩道拡

幅）

Ｌ＝1,266ｍ　Ｗ＝9.25ｍ

未着手 0 河東 特№13

　現在、未着手となっているが、財政状況を踏ま

えながら整備時期を検討する。

　なお、小学校統合により、本路線の通学路とし

ての役割がないことから、今後、歩道等の整備の

必要性について検証する必要がある。
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11

道路維持修繕事業

　良好な道路の維持管理を行な

うため、必要な維持修繕工事や

資材の購入による補修作業を実

施し、一般通行の安全確保を図

る。

委託業務

・舗装道路修繕業務

・道路植栽管理業務

・道路除草業務

・道路機械清掃業務

・川ざらい土砂運搬業務 

工　事：緊急見積工事

原材料：道路資材購入　

継続 770,521千円 全市 ハード

　道路施設の老朽化が著しく進んでおり、局部的

な舗装修繕により道路の長寿命化を図ると共に、

舗装の打変え等大規模修繕を組み合わせて実施

し、効果的な維持修繕に努める。

12

西部幹線道路整備事業（Ⅲ期）

　市道幹Ⅰ-32号線（北会津西部

幹線）の道路新設改良・歩道整

備

　Ｌ＝1,500ｍ　Ｗ＝9.75ｍ

継続 202,032千円 旧市 特№14

平成18年度：事業着手

平成19～24年度：用地・補償及び改良工事

平成26年度：事業完了予定

　本路線の整備により基幹農道と併せて会津美里

町を結ぶ広域的な道路のネットワークが形成され

る。

13

東部幹線道路整備事業

　市道幹Ⅰ-28号線（北会津東部

幹線）の道路拡幅・歩道整備　 

　Ｌ＝5,000ｍ　Ｗ＝11.0ｍ

未着手 0 北会津 特№15

　現在、未着手であるが、財政状況を踏まえなが

ら整備時期を検討する。
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14

新鶴インターチェンジ整備促進

事業

　周辺地域の発展と交通利便の

向上及び活性化等に寄与するた

め、既存のパーキングエリアを

活用した新鶴インターチェンジ

の建設に向けた「新鶴インター

チェンジ建設促進協議会」に参

画する。

終了 125千円 北会津 ソフト

　新鶴インターチェンジ建設促進協議会による取

組み

平成16年10月　整備手法の決定（ＥＴＣ専用）

平成17年10月　新鶴ＰＡｽﾏｰﾄＩＣ社会実験採択

平成17年12月26日 社会実験開始（～Ｈ18.3.31）  

　　　　　　　　　6：00～22：00

平成18年4月1日　社会実験延長（～Ｈ19.3.31）

平成19年4月1日　恒久化（ＥＴＣ専用）決定　

平成19年9月30日　整備完了により当協議会解散

　新鶴スマートＩＣが整備されたことにより、周

辺の観光名所や工業団地へのアクセス強化や、よ

り安心な救急医療サービスの提供など、地域住民

の生活利便性の向上、さらには地域経済の活性化

に大きく寄与することが、今後も期待される。

　また、新鶴スマートＩＣにおける利用者につい

ても、年々増加傾向にあり、平成17年12月の社会

実験開始当初に比べ、平成24年度末時点において

約3.6倍に増加している。

　今後も引き続き、会津美里町を事務局とする新

鶴スマートＩＣ周辺地区協議会が中心となって、

関係機関と連携しながら、広報活動等を通じた交

通量の増加を図り、24時間開放に向けた取組みを

推進する。

15

地方道路整備臨時交付金事業

（雪寒）

市道幹Ⅱ-30号線（広田沢目線）

散水消雪

　Ｌ＝600ｍ　Ｃ＝64,000千円　

市道幹Ⅱ-31号線（八田野強清水

線）散水消雪

　Ｌ＝700ｍ　Ｃ＝65,000千円　

市道幹Ⅱ-32号線（高塚団地１号

線）無散水消雪

　Ｌ＝100ｍ　Ｃ＝50,000千円

未着手 0 河東 特№16

　現在、未着手であるが、財政状況を踏まえなが

ら整備時期を検討する。

16

地方道路整備臨時交付金事業

（改築）

市道幹Ⅰ－37号線（五箇線）道

路整備（拡幅）

　Ｌ＝400ｍ　Ｗ＝11.0ｍ　

市道幹Ⅰ－38号線（空也原島

線）道路整備（拡幅）

　Ｌ＝400ｍ　Ｗ＝11.0ｍ

未着手 3,674千円 河東 特№17

　平成18年度に、ほ場整備計画策定に伴う道路概

略設計を実施している。

　現在、未着手であるが、財政状況を踏まえなが

ら整備時期を検討する。
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［４］②公共交通網の整備

№ 主要事業名・事業概要
進捗状況 総事業費(Ｈ 16～24) 地域 事業区分

実施状況（平成24年度末）

1

西若松駅整備事業

　鉄道により東西に分断されて

いた西若松駅周辺地域における

東西交通の円滑化・利便性向上

や、交通結節機能の拡充を図る

ため、県が事業主体となって、

跨線橋（車道部）の整備と併

せ、西若松駅の「東西自由通

路」・「駅前広場」が整備さ

れ、市は、駅前広場（西口）の

一部整備費用を負担した。

（参考）西若松駅の整備概要

・跨線橋（車道部・平成12年4月

開通）

・東西自由通路（平成17年9月開

通）　延長45ｍ、幅員6ｍ

・駅前広場（平成19年4月供用）

　面積7,700㎡（東口4,900㎡・

　西口約2,800㎡）

終了 50,000千円 旧市 特№18

　立体交差化により連絡された歩行者・自転車利

用者のための「東西自由通路」や、バス・タク

シープール、駐車スペース、交流広場スペースを

備えた「駅前広場」が整備され、新たな交流空間

や賑わいの創出、交通結節機能の拡充による、地

域活性化や交通利便性の向上、観光振興が図られ

た。

　平成16年度　東西自由通路整備工事（県）

　平成17年度　東西自由通路開通（平成17年9月）

　平成17年度　駅前広場整備工事（県）

　平成19年度　駅前広場供用（平成19年4月）

2

市町村生活路線バス運行維持対

策事業

　児童・生徒の通学や高齢者の

通院など、他の移動手段に頼る

ことのできない住民のための公

共交通手段であるバス路線につ

いて、運行費用の一部を県と市

町村で補助することにより、本

市及び近隣町村の住民の交通手

段の確保を図る。

継続 199,207千円 全市 ソフト

　金堀線、循環芦の牧線、新鶴温泉線、笈川線、

高坂線の５路線について、その運行にかかる欠損

額に対し補助を行っている。
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3

巡回バス整備事業

【北会津地域巡回バス「ピカリ

ン号」】

　合併により行政区域が広域化

することによる地域住民の不安

解消と、合併地域の一体感の醸

成のため、地域間の交流促進や

主要な公共施設を結ぶ巡回バス

路線を開設し、運行する。

【河東地域コミュニティバス

「みなづる号」】

　河東地域と市内中心部、バス

沿線の公共施設等を結び、地域

住民の日常生活の利便性向上や

観光振興、地域間交流の促進に

より、新市の一体感の醸成を図

ることを目的として、コミュニ

ティバスを運行する。

コミュニティバス購入　１台

ノンステップ小型バス３４人乗

り（座席１２・立席２１・運転

席１）

終了
(運行継続)

46,447千円
北会津

河東
ハード

【北会津地域巡回バス「ピカリン号」】

　レトロ調ボンネットバスを購入し、運行主体の

会津バスへ貸与。

・平成18年10月1日から路線開設

・平成18年11月ボンネットバス車両納入

　　25,152千円

　現在は、通勤・通学・通院、買物等の市民の足

として、平成24年度（Ｈ23年10月～Ｈ24年9月）で

は、約19千人の一般利用者と約9千人の冬期スクー

ルバス利用者があり、計28千人に利用されてい

る。

【河東地域コミュニティバス「みなづる号」】

・平成20年 9月 3日　バス車両納入　21,295千円

・平成20年10月1日　　運行開始

　年々利用者も増加してきており、導入当初の目

的である「地域住民の日常生活の足」として、一

定程度の役割を果たしてきている。

　今後も利用促進を促していくものの、バス購入

後５年が経過し、更新時期等について検討してい

かなければならない。

［４］③主要公共施設の整備

№ 主要事業名・事業概要
進捗状況 総事業費(Ｈ 16～24) 地域 事業区分

実施状況（平成24年度末）

1

城南地区コミュニティセンター

建設事業

　城南地区（城南小学校区）に

おけるコミュニティ活動の活性

化を図るため、活動の拠点とな

る施設として城南コミュニティ

センターを整備する。

建設場所　：東年貢一丁目地内

施設規模　：鉄筋コンクリート

造平屋建　454.01㎡

終了 265,441千円 旧市 特№19

平成17年度　事業着手

平成20年度　工事完了

平成21年4月   供用開始（指定管理者）

　城南コミュニティセンターは利用団体数、利用

者数とも年々増加しており、多種多様な活動を通

じて地域内の交流促進に寄与している。また、地

域内の団体を主体とした協議会の管理運営によ

り、地域に根ざした運用がなされている。地域コ

ミュニティの果たす役割は今後さらに重要さを増

すことから、当該施設のより良い管理運営に引き

続き努めるとともに、修繕・改修について、計画

的かつ効率的な実施を図りながら、地域コミュニ

ティ育成に寄与する支援のあり方についても検討

していく。
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2

鶴城地区コミュニティセンター

建設事業

　暮らしやすい地域を築いてい

くためにはコミュニティ活動の

活性化が必要であり、活動の拠

点となる施設が必要であること

から鶴城コミュニティセンター

を整備する。

建設場所：鶴城地区（城東町地

内）

施設規模：集会所　鉄筋コンク

リート造 平屋建450.33㎡

終了 119,954千円 旧市 特№20

平成19年度　建設　　　　　　　　

平成20年4月1日　供用開始（指定管理者）

　鶴城コミュニティセンターは利用団体数が増加

傾向にあり、多種多様な活動を通じて地域内の交

流促進に寄与している。また、地域内の団体を主

体とした協議会の管理運営により、地域に根ざし

た運用がなされている。地域コミュニティの果た

す役割は今後さらに重要さを増すことから、当該

施設のより良い管理運営に引き続き努めるととも

に、修繕・改修について、計画的かつ効率的な実

施を図りながら、地域コミュニティ育成に寄与す

る支援のあり方についても検討していく。

3

謹教地区コミュニティセンター

建設事業

　暮らしやすい地域を築いてい

くためにはコミュニティ活動の

活性化が必要であり、活動の拠

点となる施設が必要であること

から謹教コミュニティセンター

を整備する。　　　　　　　　 

建設場所：謹教地区（山鹿町地

内）　

施設規模：集会所　鉄筋コンク

リート造 ３階建671.88㎡、　

倉庫　鉄骨造 ２階建246.52㎡

終了 180,931千円 旧市 特№21

平成21年度　取得（㈶ふくしま市町村建設支援機

構より）　　　　　　　　　　　　　　

平成22年4月1日　供用開始（指定管理者）

　謹教地区コミュニティセンターは、開設後、利

用団体数、利用者数とも増加傾向にあり、多種多

様な活動を通じて地域内の交流促進に寄与してい

る。また、地域内の団体を主体とした協議会の管

理運営により、地域に根ざした運用がなされてい

る。地域コミュニティの果たす役割は今後さらに

重要さを増すことから、当該施設のより良い管理

運営に引き続き努めるとともに、修繕・改修につ

いて、計画的かつ効率的な実施を図りながら、地

域コミュニティ育成に寄与する支援のあり方につ

いても検討していく。

4

斎場整備事業

　現在の待合室については、４

部屋のうち２部屋が昭和 38年に

建築されたものであり、老朽化

が著しい。また、合併による対

象人口の増加や、高齢化に伴う

火葬件数の自然増に対応するた

め、斎場機能の充実を図る。

・待合室の建て替え

・門扉の付け替え

未着手 0 旧市 特№22

　施設の整備方針について検討中により未着手と

なっている。

　火葬炉や斎場本体の老朽化も進行していること

から、待合室の建替えを予定している時期にこれ

らの建て替えも必要になることが予想されるため

検討が必要である。

- 40 -



5

会津総合運動公園整備事業（陸

上競技場等）

　会津方部の総合スポーツの中

心施設として各種運動施設及び

レクリエーション施設の整備を

実施し、残る最後の運動施設の

陸上競技場建設を行う（交付金

事業）。

　また、あいづドーム及びテニ

スコートの人工芝化を図り、利

用者の利便性向上に努めるとと

もに、各種大会誘致を積極的に

進める。

継続 1,593,766千円 旧市 特№23

　平成19～20年度に陸上競技場の基本・実施設計

と地質調査、平成21年度に基盤造成工事を行い、

平成22年度から平成24年度までの3か年継続費を

設定し、メインスタンド、フィールド・トラック

等の整備を実施した。

　国庫補助（社会資本整備総合交付金）の関係か

ら、平成24年度3月補正により、予算を確保して周

辺駐車場、便益施設、植栽工事等を実施し、平成

25年度中に陸上競技場整備工事を終了し、会津総

合運動公園の全体完成の予定である。陸上競技場

は、平成25年4月1日供用を開始した。

　あいづドーム及びテニスコートの人工芝化につ

いては、平成25年度において24面の人工芝化を施

す。

6

会津総合運動公園整備事業（多

目的広場・あいづ球場）

　昭和 58年度に事業認可を受け

て整備を進めてきた会津総合運

動公園内の運動施設の利便性・

快適性を高めるため、改修工事

を行い、施設の充実を図り、安

全・安心な施設提供に努める。

　主な事業内容

・多目的広場の改修

・あいづ球場の改修

未着手 0 旧市 特№24

　事業の実施内容や時期等について検討中。

　多目的広場については、利用時間拡大や利便性

向上のため夜間照明施設の設置を計画している

が、利用団体等からサッカー競技の普及に伴い、

他市町村でも人工芝化が進んでいるため、フィー

ルドの人工芝化の要望がある。

　あいづ球場については、外野フィールドの人工

芝化を計画しているが、利用団体等からバックス

クリーン及びスコアボード改修の要望がある。

7

大塚山墓園整備事業

　会津若松市の公共墓地につい

ては、大塚山墓園の拡張工事が

平成18年度で終了したが、貸付

可能な墓地の区画数が減少して

いるため、市民の墓地需要に応

えるため、大塚山墓園内に納骨

堂を建設する。

　施設の概要

構造：RC造一部鉄骨造　平屋建

床面積：197.19㎡

収蔵数：期限付納骨壇　600基

　　　　永年合葬室　　900基

終了 59,542千円 旧市 ハード

　大塚山納骨堂は、平成18年度に基本設計、平成

19年度に実施設計及び地質調査等、平成20年度に

建築工事を実施し、15年の期限付き納骨壇及び、

永年合葬室のほか、将来の利用に対する生前登録

の受付を平成21年 5月に開始した。

　市民の方々の多様な墓地需要に対応できる施設

として利用されており、平成24年度末現在で、約

400件の利用がある。今後も市民の墓地需要に応え

るべく、良好な施設環境維持に努めていく。
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8

阿賀川河川敷公園緑地整備事業

　旧北会津村において阿賀川の

河川敷を占用して整備した公園

で、野球場が3面、サッカー場

が1面と駐車場が整備されてい

る。しかし、合併前からグラウ

ンドコンディションが悪い（不

陸、水捌け不良）ことから、利

用者も少ないため、グラウンド

を再整備する。

未着手 0 北会津 特№25

　事業の実施時期等について検討中。

　当初、平成18年度着工を目指していたが、蟹川

橋下流部（蟹川緑地の一部を含む）の新橋梁の整

備計画との整合性や実施時期について検討してい

く必要があることから、現時点では未着手となっ

ている。

［４］④住宅・都市環境の整備

№ 主要事業名・事業概要
進捗状況 総事業費(Ｈ 16～24) 地域 事業区分

実施状況（平成24年度末）

1

市営住宅建設・維持補修事業

　安全で適切な環境をもった市

営住宅を、市民共有の居住の

セーフティネットとして提供す

るため、老朽化した団地の建て

替えや既存の市営住宅の維持補

修に努め、市民の生活の安定を

図る。

継続 375,310千円 全市 ハード

～平成17年度　　南花畑団地建替終了

平成19年度～　　大規模改修を継続して実施中

平成23年度～　　城前団地建替に着手

　経年により施設の老朽化は進行していくことか

ら、公営住宅等長寿命化計画に基づき、今後も計

画的に施設の更新を進めていく。

2

高齢者向け優良賃貸住宅供給促

進事業

　高齢社会において、良好な居

住環境を備えた高齢者向けの賃

貸住宅の供給を促進するため、

基準を満たす民間事業者による

供給に際して、国と市が建設費

の一部や入居者の家賃の一部を

負担する。

継続 36,275千円 全市 ハード

平成16年度　　建設費補助 1棟 15戸

平成17年度～　家賃減額補助15戸を継続

　度重なる制度の改正や需要予測の見直し、及び

国の補助金が予算の範囲内で交付され安定しない

ことなどから、新規の供給は行わず、現在の15戸

について家賃減額補助を継続している。
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3

扇町土地区画整理事業

　市街地北側の磐越西線東側、

市道幹Ⅰ―９号線北側、主要地

方道会津若松裏磐梯線西側、国

道 49号南側の面積 107.3ｈ aの

地区を区画整理方式により都市

計画道路等の公共施設と宅地を

一体的に整備する。

地区面積：107.3ha

事業期間：

　昭和63年～平成35年　 

主な公共施設整備：

　都市計画道路　5,250.2ｍ

　区画道路　17,884.8ｍ

　造成面積　82.8ha

　公園　12箇所

継続 6,244,792千円 旧市 ハード

平成24年度末実績

　都市計画道路　　Ｌ＝  5,250.2ｍ (100%)

　区画道路　　　　Ｌ＝14,508.9m  (81.1%)

　造成面積　　　　Ａ＝ 67.6ha (81.6%)

　公園　　　　　　Ｎ＝２箇所

　扇町土地区画整理事業は、本市市街地の玄関口

におけるまちづくりとして、実施している事業で

あり、平成35年の完了を目指し進捗を図っている

ところにある。平成25年３月末で、事業費ベース

で86.2%の進捗にあり着実な整備に努めている。

4

景観形成事業

　歴史的、文化的価値が高く、

まちなみを形成する上で重要な

建造物を指定し、保存、活用を

図るため修景費に対し一部助成

を行う。

　また、住民が主体となってま

ちなみの景観形成を図るため、

建築物等の形態、意匠、色彩、

緑化等について相互に協定を結

び、これを景観協定地区に認定

することで、地区への技術的な

支援、修景整備費の一部助成に

よって景観形成を進める。

　さらに、自然景観指定緑地の

維持管理に対しても一部助成を

行う。

継続 111,682千円 全市 ソフト

　平成7年度から事業開始し、歴史的景観指定建

造物に対し47件、12の景観協定認定地区に対し

182件、自然景観指定緑地に対し 89件の支援を実

施している。

　東日本大震災により被災した歴史的景観指定建

造物の修復に対しても助成を行ったことで、重要

な建造物の保存が図られた。

　また、景観協定地区への修景の助成により、平

成22年度には七日町通り地区が都市景観大賞「美

しいまちなみ優秀賞」を受賞するなど、市民、事

業者、行政が一体となって本市らしい魅力ある景

観の形成を図っており、まちなか観光が増えてき

ている。

5

都市公園整備事業

　現在整備されていない都市公

園（松長地区、五月町地区）を

整備するとともに、既存の都市

公園の維持補修に努める。

継続 330,138千円 全市 ハード

　松長地区と五月町地区の都市公園については、

平成19年度に松長4号公園、さつき美咲公園及び

五月町わんぱく公園を街区公園として供用を開始

した。

　都市公園及び開発緑地等の維持管理について

は、公園巡視員による巡回のほか、草刈等管理業

務の委託、一部公園については、地区の方々に委

託するなど、良好な公園環境の維持管理を継続し

て実施している。
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6

花と緑推進事業

　花と緑のスタッフ活動等を中

心に、公共花壇への花の植え付

けを実施しながら、市民参加に

よる美しいまちづくりを推進す

る。

継続 84,387千円 全市 ソフト

　花と緑のスタッフ活動により5カ所の公共花壇

について、花苗植付・かん水・清掃等の維持管理

に努め、市民はもとより多くの観光客に喜ばれて

いるほか、花苗生産基地を中心に市民や団体と協

働で花苗生産に取り組み、庁舎等公共施設を花で

彩る庁舎等緑化美化推進事業にも取り組んでい

る。

　また、住区基幹公園及び緑地等を対象に近隣す

る町内会等に緑化愛護会結成を呼びかけ、公園愛

護の啓発や市民自らによる緑化美化の推進を図っ

ており、平成24年度は84の町内会等の団体が活動

している。

平成24年度の状況

　花と緑のスタッフ数　　　　78名

　花苗生産数　　　　　約74,000本

　管理公共花壇数　　　　　５か所

　公園等緑化愛護会数　　　84団体

7

近隣公園整備事業

　河東地区の中心的な箇所で、

河東支所、公民館、総合福祉セ

ンターや広田保育所など、公共

施設の集中する地区に公園を整

備することにより、良好な景観

形成の誘導と緑化推進の先導的

役割を果たすため、近隣公園を

整備し、都市環境の向上を目指

す。

　また、ふるさと盆踊りや野外

コンサートなど、多様な市民の

交流の拠点として期待され、各

種施設利用者の憩い、交流の場

とする。　

　計画面積　A=約1.8ha

終了 256,000千円 河東 特№26

　旧河東町において、平成15年度緑化重点地区総

合整備事業の採択を受け、平成16年度に基本計画

を策定、平成17年度から用地取得に着手し、平成

17年 11月市町合併により新市に事業が引き継がれ

た。

　平成18年度から平成21年度において、基盤造

成、園路広場整備、遊具・便益施設等を整備し、

平成22年4月に供用を開始した。

　公園の種類：近隣公園

　公園の名称：広田西公園（河東町広田字横堀地

内）

　公園の面積：1.73ha
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8

三本松宅地整備事業

　北会津地域の均衡ある発展と

地域コミュニティの維持増進を

図るため、三本松地区（水季の

里）において周辺環境と調和し

た良好な住宅団地を造成する。

○造成概要

　所在地：北会津町三本松地区

（北会津町水季の里）

　開発内容　　 61,751㎡

　・宅地 36,280㎡（127区画）

　・道路水路 17,171㎡

　・公園緑地　2,682㎡

　・調節池　4,091㎡（2箇所）

　・その他　1,527㎡（集会所・

　　　　　　ガス基地等）

○分譲概要

・分譲区画数　全127区画

・3期別分譲 　

　第1期　平成18年7月～60区画

　第2期　平成19年4月～45区画

　第3期　平成20年4月～22区画

終了 1,590,753千円 北会津 ハード

平成16年度　　用地取得（旧村）

　　　　　 　　造成工事（新市・2か年継続）

平成17年度　　造成工事完了・確定測量実施

平成18年度　　分譲開始（第1期）

平成19年度　　分譲（第2期）

平成20年度　　分譲（第3期）、

　　　　　　　分譲終了（全区画完売）

平成21年度～　分譲地の維持管理等

　平成18年7月から宅地分譲を開始し、平成20年

8月までに全127区画が完売となった。

　平成19年4月には「水季の里町内会」が設立さ

れ、隣接する地区と協力しながら、良好な地域コ

ミュニティが形成されている。平成24年度末現在

で、住宅114戸が建築され、118世帯367名の方が入

居されており、北会津地域の均衡ある発展と地域

コミュニティの維持増進が図られた。

［４］⑤上下水道の整備

№ 主要事業名・事業概要
進捗状況 総事業費(Ｈ 16～24) 地域 事業区分

実施状況（平成24年度末）

1

水道連絡管整備事業（北会津村

との接続）

　新市建設計画において旧市と

旧北会津村に架ける新橋梁建設

にあわせて水道連絡管の整備を

行い、水運用の効率化を図る。 

　総事業費（計画）600,000千円

中止 0 北会津 特№27

　平成20年に当該事業に係る見直しを行い、旧村

において深井戸水源の整備により水運用の効率化

と安定的な供給が十分達成可能であることや現在

の使用水量の状況なども踏まえ、費用対効果を比

較した結果、本事業は中止した。

2

送配水施設整備事業

　合併に伴い、旧河東町と接続

する送配水施設を整備すること

により、水道水の安定供給を図

る。

終了 62,682千円 河東 特№28

平成18年度　　事業着手　　　　　　

平成19年度　　工事完了

　本事業による配水管布設工において、旧市と旧

町との接続により緊急時における相互融通が可能

となったことはもとより、旧市と旧町における給

水区域を再編成することにより、それぞれの区域

でより安定した給水が確保された。
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3

湊町統合簡易水道整備事業

　整備対象地区を湊町全域とし、

集落を配水管で接続する、統合

した簡易水道を整備する。

再編 92,000千円 旧市 ハード

　国庫補助制度の見直しや、財政状況等の観点に

より、統合簡易水道の整備から地区単位の整備へ

整備方針を変更し、給水不安地区の飲料水の安定

供給と安全確保を図るために、平成 21年度より給

水施設整備事業により対象地区を水道未普及地区

とし、集落単位の給水施設の整備を実施。これま

で、８地区の施設整備を実施。

4

水道整備事業

　北会津地区の水道未整備地区

の管路布設工事、河東地区の水

道未給水区域の施設整備、強清

水地区の送配水管の布設替、浄

水場及び各配水池の集中監視シ

ステムを整備。

継続 581,699千円 全市 ハード

　北会津地区の管路布設工事と浄水場及び各配水

池集中監視システムの整備については、事業完了。

　河東地区の水道未給水区域については、地区要

望等に合わせ整備することとし、強清水地区の送

配水管の布設替については、市全体における老朽

管布設替計画の中で整備していく。

5

公共下水道整備事業

　公共用水域の水質保全と住環

境の改善のため、生活及び事業

活動で生じる汚水の処理を行う。

　公共下水道事業の範囲につい

ては、会津若松市下水道整備基

本構想に基づき、市街化区域に

ついて集合処理により処理を行

う。

【整備中の計画区域】

・会津若松処理区　　2,329ha

・北会津北部処理区　　123ha

・河東処理区　　　　　197ha

継続 11,234,737千円 全市 ハード

　整備中の３処理区については現在も事業継続

中。

・会津若松処理区整備済面積　　

1,499ha（64.4%）

・北会津北部処理区整備済面積　123ha（100%）

・河東処理区整備済面積　　　　127ha（64.5%） 

　河東地区については、合併協定に基づき旧河東

町下水道計画で集合処理としていた強清水地区及

び未整備であった調整区域内の下水道計画区域

を、個別生活排水事業へ移行する事業の見直しを

行った。（H20）

6

個別生活排水事業

　公共下水道及び農業集落排水

事業の集合処理を行う区域以外

の公共用水域の水質保全と住環

境の改善のため、生活雑排水等

の汚水の処理を行う。

　個別生活排水事業について

は、会津若松市下水道整備基本

構想に基づき、集合処理区域以

外の区域の汚水処理を行うこと

としている。

【整備中の計画基数】

計画基数（集合処理を除く市全

域）4,300基

継続 1,069,176千円 全市 ハード

　整備中の計画区域については、現在も事業継続

中。

・整備済基数　740基（17.2%）

　毎年 80基の整備を見込んでいるが、個人からの

申請に基づく整備のため、長引く不況等から申請

が伸びず、近年は毎年40～50基程度の整備状況と

なっている。
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7

農業集落排水事業

　農村地域の農業用水路の水質

保全と住環境の改善のため、生

活雑排水等の汚水の処理を行

う。

　農業集落排水事業の範囲につ

いては、会津若松市下水道整備

基本構想に基づき、合併前に認

可を取得していた北会津西部地

区について集合処理により処理

を行うものである。

【整備中の計画区域】

　北会津西部処理区　179.4ha

継続 2,552,485千円 北会津 ハード

　整備中の北会津西部処理区については、平成19

年度より供用を開始し、現在も事業継続中。

・整備済面積　161.3ha（89.9%）

　平成26年度事業完了の見込み。

［４］⑥高度情報化の推進

№ 主要事業名・事業概要
進捗状況 総事業費(Ｈ 16～24) 地域 事業区分

実施状況（平成24年度末）

1

電算システム整備事業

　住民情報、税、収納など、庁

内の業務について情報化を図り、

事務を効率化させる。

再編 0 全市 ソフト

　本事業については、平成20年度より「庁内情報

化推進事業費」に再編し、住民情報等の基幹系シ

ステムについては、民間データセンターへアウト

ソーシングを実施した。

2

電子計算機高度利用事業

　地域インターネットの導入促

進、地域イントラネットの基盤

整備、ＩＣカードの普及促進な

どにより、地域の情報化を図る

とともに、市役所内での電算化

を推進する。

再編 2,598,667千円 全市 ソフト

　本事業については、平成20年度より「庁内情報

化推進事業費」に再編し、市役所内での電算化推

進については、基幹業務システムを民間データセ

ンターへアウトソーシングすることで効率化を

図っている。また、会津地方市町村電子計算機管

理運営協議会負担金において、情報システムの更

新・維持管理を実施している。

3

総合行政ネットワーク基盤整備

事業

　全国の地方自治体と霞ヶ関Ｗ

ＡＮをネットワークで結ぶ総合

行政ネットワーク（ＬＧＷＡ

Ｎ）を構築し、申請などの文書

のやりとりの電子化や各種デー

タの共有化を図る。

継続 59,116千円 全市 ソフト

　全庁的に LGWANを活用したサービスの利用を

行っており、近年サービスの利用数が増加傾向に

ある。

　また、LGWANに接続するための機器の維持管理を

行っている。
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［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】

　　　①幼児教育・学校教育の充実

№ 主要事業名・事業概要
進捗状況 総事業費(Ｈ 16～24) 地域 事業区分

実施状況（平成24年度末）

1

幼稚園就園奨励事業

　保育料の減免を行った幼稚園

に対し、市が幼稚園に補助金を

交付することによって、保護者

の負担軽減を図り、幼稚園の就

園率を向上させる。

継続 1,332,983千円 全市 ソフト

　本事業に対しては、市内のすべての私立幼稚園

が取り組んでおり、園児の約80％が補助対象と

なっている。

　公立幼稚園については、保育料の減免を実施し

ている。

2

幼稚園預かり保育推進事業

　子育て支援のため、幼稚園の

教育時間終了後も園児を幼稚園

内で過ごさせる｢預かり保育｣に

対して支援する。

　公立幼稚園においては、荒舘

幼稚園及び川南幼稚園において

実施、私立幼稚園については設

置者に対して補助金を交付する。

継続 13,925千円 全市 ソフト

　全市内（河東第三幼稚園を除く）において、子

育て支援や幼稚園の就園率の向上のために継続し

て事業に取り組んでいる。

3

総合的な学習支援事業

　各小・中学校の「総合的な学

習」への取り組みに対し学級数

等に応じて奨励金を交付するこ

とにより、講師謝金や交通費等

の経費の一部を支援し、各学校

の体験活動や探究的な学習の振

興・充実を図る。

継続 6,805千円 全市 ソフト

　平成19年度から「負担金補助及び交付金」によ

り、市教育研究会へ奨励金交付の形式をとり、講

師派遣に関する経費を中心として、保護者の負担

軽減を前提とした活用がなされるよう指導をして

いる。今後、地域や保護者への協力を呼びかける

など、ボランティア等の人材確保を図り、奨励金

の有効活用を進めていく。　　

　小学校は平成23年度から、中学校は平成24年

度から新学習指導要領完全実施となり、授業時数

が現在よりも減少（中学校では新学習指導要領に

おいて時数の変更はない）したが、各学校では、

活動内容を焦点化させて充実を図るなどの工夫・

改善を行って取り組んでいる。
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4

教育インストラクター派遣事業

　児童の英語でのコミュニケー

ション能力の素地を養い、国際

理解、国際感覚の涵養を図るた

め、会津若松市国際交流協会と

派遣契約を結び、市内公立小学

校の外国語活動の授業に外国人

インストラクターを派遣する。

継続 73,846千円 全市 ソフト

　教育インストラクター派遣は定着しつつあるので、

さらに実践研修や指導法の研修の充実に努め、教育

インストラクターの資質の向上を図り、学校の実

態・授業の実際に応じた派遣ができるよう事業を充

実させていく。今後、英語指導外国青年招致事業で

行っている英語指導助手の派遣は、教育インストラ

クターに段階的に移行していく予定。

　平成23年度からは新学習指導要領の完全実施に

より小学校５、６年生に年間35時間の履修が必修

化となったため、派遣時間を増やして対応してきて

いる。

5

統合幼稚園建設事業

　既存の荒舘幼稚園及び川南幼

稚園（保育所を含む）を統合し、

北会津地区のシビックゾーンに

新施設を整備する。

未着手 0 北会津 特№29

　統合施設の整備については、北会津中学校改築

事業を優先するとともに、国の幼保一元化の動向

を注視しながら検討を進めてきた経過にあり、未

着手となっている。平成24年８月に成立した「子

ども・子育て関連３法」により、その方向性が明

らかとなったことから、施設整備の考え方をとり

まとめ、地域審議会や地区区長会、保護者会への

説明を行った。

　なお、平成25年度から事業に着手している。

6

鶴城小学校改築事業

　老朽化し、耐震性も不足して

いる鶴城小学校の改築を行う。

継続 221,242千円 旧市 特№30

　旧学鳳高校跡地に仮校舎を建設し、現敷地での

改築で整備実施中。

平成23年 11月　鶴城小学校改築事業基本構想策

定

平成24年度　仮校舎整備、旧校舎解体、地質調査、

測量設計

（今後の予定）

平成25年度　基本設計、埋蔵文化財発掘調査、実

施設計

平成26～27年度　埋蔵文化財発掘調査、校舎及び

屋内運動場、プール建設、グラウンド整備

平成28年度　 校舎等供用開始予定

7

行仁小学校改築事業

　老朽化し、耐震性も不足して

いる行仁小学校の現在地での改

築を行う。

未着手 0 旧市 特№31

　他の学校施設の耐震補強にも並行して取り組ま

なければならない中、改築事業は施設の緊急度等

の優先順位で対応しているため、未着手となって

いる。

　施設整備にあたっての課題を整理するととも

に、生徒数・学級数の推移を見守っている。
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8

小中学校施設防災整備事業

　昭和 56年以前の旧耐震基準に

より建築された建物で、耐震診

断の結果、耐震性が不足してい

る校舎等の補強工事を実施す

る。

　ただし、改築または統合によ

る学校（園）を除く。

継続 228,356千円 全市 ハード

　学校施設の耐震化に取り組むにあたり、平成20

年 2月、「小中学校施設耐震化推進基本方針」を

策定し、耐震化推進にあたっての基本的な考えを

整理した。

　平成21年8月には、幼稚園施設を対象に加えた

「学校施設耐震化推進基本方針」に改訂し、併せ

て補強による耐震化を基本とする整備方針に見直

しを行った。

　平成24年 1月には、東日本大震災を踏まえ、可

能な限り早期での耐震化を実現すべく、「学校施

設耐震化推進基本方針」の改訂を行うとともに、

予算の拡充を図った。

平成22年度

・基本計画策定（永和小・城西小屋体）

平成23年度

・実施設計（永和小・城西小屋体）

平成24年度

・補強工事（永和小・城西小屋体）

・基本計画策定（第五中・城北小・東山小・門田

小屋体、城西小・城北小校舎）

・実施設計（城西小・城北小校舎）

9

小中学校屋外教育環境整備事業

　排水状況が悪いグラウンドに

ついて、暗渠排水等の整備を行

う。

未着手 0 旧市 特№32

　学校施設の耐震化を優先的に実施するため未着

手の状況であるが、学校の要望は依然として強い

ことから、重機による整地、砂入れなど、最低限

の維持管理に努めている。

10

北会津中学校整備事業

　老朽化し、耐震性も不足して

いる北会津中学校について、敷

地拡張による現在地での改築を

行う。

終了 2,092,973千円 北会津 特№33

平成18年度：拡張用地の不動産鑑定（事業着手）

平成19年度：用地取得、地質調査、測量設計、基

本設計

平成20年度：造成工事、校舎及び屋内運動場実施

設計

平成21年度：校舎及び屋内運動場建設（1年目）

平成22年度：校舎及び屋内運動場建設（2年目）、

プール実施設計

平成23年1月：校舎及び屋内運動場供用開始

平成23年度：プール新設工事、旧校舎解体

平成24年度：グラウンド及び外構整備(事業完了)

　本事業により、生徒が安全で安心して学校生活

が送れる環境が整った。

- 50 -



11

学校給食センター整備事業

　市立小中学校の完全給食実施

（完全給食未実施校４校：第一

中・第二中・第三中・一箕中）

に向け、センター方式による　

学校給食センターを整備する。

終了 788,270千円 旧市 特№34

平成18年度　地質調査

平成19年度　基本設計・実施設計

平成20年度　建築工事・厨房機器等備品購入

平成21年4月1日　給食センター供用開始

平成21年4月27日　受配校にて給食開始

・設置箇所　　神指町大字黒川字石上33番地の1

・施設規模　　鉄骨造平屋

　完全給食未実施校の解消が図られ安定的、効率

的に運営している。

12

河東学園建設事業（小学校）

　旧河東第一、第二、第三小学

校３校が施設の老朽化によりそ

れぞれ改築時期を迎えていたこ

と、小規模な第二、第三小学校

では改築しても適正な教育環境

を確保することが困難であるた

め、河東学園構想に基づき３校

を統合新築する。

終了 3,013,158千円 河東 特№35

平成14年度：基本構想の策定着手（事業着手）

平成17年9月：校舎棟・学園センター棟等建築工事

着手

平成17年11月：合併

平成18年度：校舎棟・学園センター棟・屋内運動

場・コミュニティプール建築工事、外構等整備

（事業完了）

平成19年4月～　供用開始

　旧河東第一、第二、第三小学校３校を統合新築

したことにより、学校規模の適正化と教育環境の

向上を図ることができた。

13

河東学園建設事業（中学校）

　老朽化し、耐震性も不足して

いる河東中学校について、河東

学園構想に基づき河東学園敷地

内への移転改築を行う。

未着手 0 河東 特№36

　学校施設の耐震補強にも並行して取り組まなけ

ればならない中、優先順位で対応しており、未着

手となっている。

　施設整備にあたっての課題を整理するととも

に、生徒数・学級数の推移を見守っている。

14

河東学園建設事業（幼稚園）

　施設の老朽化や少子化の進行

などに対応するため、河東学園

構想に基づき河東地域内の幼稚

園を統合整備する。

未着手 0 河東 特№37

　河東地区においては、河東学園小学校が完成し、

今後、河東中学校建設と合わせて検討する必要が

あり、現時点で幼稚園建設は未着手となっている。

　統合幼稚園整備の前段として、平成23年度より

幼児の減少による集団活動の確保や河東第一幼稚

園施設の耐震性などの観点から、河東地域内の２

幼稚園（河東第一幼稚園・河東第三幼稚園）を河

東第三幼稚園に統合した。
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15

通学路整備事業

　河東学園整備に伴う周辺通学

路を整備する。

　市道幹Ⅱ-37号線（金道東高野

線）道路整備事業

　Ｌ＝860ｍ　Ｗ＝10.5ｍ　

　市道河3-103号線・110号線・

119号線（金道4号線）道路整備

事業

　Ｌ＝960ｍ　Ｗ＝10.5ｍ

　市道河3-125号線（堤２号線）

道路整備事業

　Ｌ＝120ｍ　Ｗ＝9.25ｍ

　総事業計画L=1,940ｍ

継続 229,600千円 河東 特№38

平成20年度までに

　市道幹Ⅱ-37号線　L=847.5m C=111,000千円

　市道河3-103号線　L=286.0m C=60,497千円

　市道河3-110号線　L=192.7m C=40,500千円

　市道河3-125号線　L=175.9m C=85,900千円

上記の河東学園周辺の道路整備は完了した。

　残路線の河3－110号線・119号線　L=約480mにつ

いては、今後の市営住宅との調整を行いながら整

備時期を検討する。

　なお、未整備路線が計画されている箇所に隣接

して市営住宅用地があるが、現在、東日本大震災

の被災者のための仮設住宅が建っており、仮設住

宅の取扱いや、道路と市営住宅との整備スケ

ジュールの調整等が必要となっている。

［５］②生涯学習・生涯スポーツの推進

№ 主要事業名・事業概要
進捗状況 総事業費(Ｈ 16～24) 地域 事業区分

実施状況（平成24年度末）

1

総合型地域スポーツクラブ育成

事業

　地域住民が自主的に運営しな

がら、子どもから高齢者、障が

い者まで、それぞれの体力や年

齢、技術、興味、目的に応じて

「いつでも、どこでも、だれで

も、いつまでも」様々なスポー

ツ活動に親しみ参加することの

できる総合型地域スポーツクラ

ブの育成・普及を図る。

継続 228千円 全市 ソフト

　既存の市内各地区体育連盟から総合型地域ス

ポーツクラブへの移行に向けた支援を行うことに

より、平成16年に謹教スポーツクラブ、平成22

年にきたあいづスポーツクラブが設立された。

　上記2クラブへの支援として、コミュニティプー

ルを利用したアクア教室やお手軽トレーニング教

室等への講師派遣とともに、市政だよりや市HPに

よる市民への広報活動により、クラブの理解浸透

を図っている。

　旧会津学鳳高校東側体育館を謹教スポーツクラ

ブのクラブハウスとして位置付け事業の推進を

図った。

　会津広域スポーツセンターと連携し、日本ス

ポーツ振興センターの助成金制度を利用しなが

ら、市の支援事業のみならず、様々な自主事業を

展開することにより、市民のクラブへの認知度を

高めている。
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2

ニュースポーツ振興事業

　健康スポーツ都市宣言（平成6

年制定）の趣旨を、市民にス

ポーツの面から啓発するととも

に、今後更に、市民が気軽にス

ポーツを継続・実践することに

より、健康の増進や生涯スポー

ツの推進につなげることを目的

に、だれもが、いつでも、どこ

でも、いつまでも気軽に楽しめ

るニュースポーツの普及と振興

を図る。

継続 3,515千円 全市 ソフト

　平成６年度から、ニュースポーツの総合イベン

ト「ジョイスポーツデー」を開催。障がい者ス

ポーツや3B体操、グラウンドゴルフなど会津レク

リェーション協会を中心とした各種団体の協力の

下、実行委員会を組織し運営している。（継続）

　平成13年度から、ニュースポーツの一つである

ソフトバレーボールの市民大会を市スポーツ推進

委員が主管し開催している。（継続）

　平成14年度からニュースポーツ用具整備。（継

続）

　平成16年度から、ニュースポーツ出前教室開

始。市内小中学校の学年行事や老人クラブなどの

要請に市スポーツ推進委員が中心となって対応し

ている。（継続）

3

文化センター改修事業

　公の施設である文化（福祉）

センターを改修することにより、

利用者に安全で快適な施設を提

供する。　

継続 450,701千円 全市 特№39

平成18年度　アスベスト改修、空調設備改修

平成19年度　電気設備及び給排水設備改修

平成22・23年度　舞台機構改修

　平成18、19年度に長期の休館が必要な改修を実

施。開館後30年以上を経過しており、改修が必要

な箇所が増えている状況にある。

4

社会教育施設整備事業

「會津藩校日新館」を経営する

企業より、施設の寄附（土地は

有償）の申出を受け、新市にお

ける社会教育施設として、取得

するか否かも含めて検討する。

中止 0 河東 ハード

　平成17年に企業間で当該施設の売買が成立した

ため、事業自体がなくなった。

5

（仮称）生涯学習総合センター

整備事業

　生涯学習社会に対応した多様

な学習機会が確保され、市民の

誰もが、自由に楽しみながら学

べる環境の整備として、生涯学

習の拠点施設を整備する。

終了 3,259,343千円 旧市 特№40

　生涯学習社会に対応し、高度化・多様化する市

民の学習活動に応えるための拠点施設として、中

央公民館機能、図書館機能を有する生涯学習総合

センターを中心市街地に整備した。

平成20年11月　着工

平成23年１月　竣工

平成23年４月17日　開館

　規模：延床面積6,301㎡（1Ｆ多目的ホール及び

各学習スタジオ、2Ｆ図書館、3Ｆ会議・研修室、

地下駐車場）

　愛称：會津稽古堂（公募により決定）
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6

スノーバトル大会

　雪合戦を独自にアレンジした

冬季のニュースポーツとして、

平成5年から開催。

　雪と親しみ、雪国ならではの

スポーツを楽しむとともに参加

者相互の親睦を通して地域間の

交流・活性化を図る。

継続 8,708千円 北会津 ソフト

　スポーツ少年団をはじめ、近隣町村からの参加

もあり、冬のスポーツイベントとして定着してい

る。

平成24年度実施内容[実績]

　開催日　平成25年１月27日（日）

　参加チーム数　32チーム（239名）

※合併後、ふるさと創生基金より充当し事業を実

施しているが、平成24年度は東京都と一般財団法

人日本アスリート会議で実施している被災地復興

支援事業を導入したため、市の負担は無し。

7

北会津地区公民館整備事業

　北会津地区住民の「学習の

場」、多くの人が集いふれあう

「交流と憩いの場」として、農

村環境改善センター、北会津中

学校などとの相互連携を考慮し

ながら、地区公民館の施設整備

を図る。

未着手 0 北会津 特№41

　北会津地区シビックゾーン内の北会津中学校、

統合幼稚園・保育所にかかる取組との優先順位判

断の中で未着手となっている。

　なお、大震災の際、２階大ホールの天井が崩落

し、アスベスト対策とあわせて、平成23年度災害

復旧事業（事業費 8,529千円）により改修を行

い、現施設の安定的な利用提供を図っているとと

もに、今後は、公共施設白書の内容も踏まえ、公

共施設全体のマネジメントの点からも検討してい

く。

［５］③新市の文化形成の推進

№ 主要事業名・事業概要
進捗状況 総事業費(Ｈ 16～24) 地域 事業区分

実施状況（平成24年度末）

1

御薬園整備事業

　国名勝会津松平氏庭園「御薬

園」の主景観をなしている「心

字の池」は、昭和期に大きく改

変され、本来の文化財庭園とし

てあるべき姿から乖離が見られ

た。

　そこで、心字の池の護岸の本

来の構造を発掘調査等の結果か

ら検証し、修復を行う。

継続 102,796千円 旧市 ハード

平成17年度　心字の池修復事業開始

平成24年度まで　池全周のうち15ｍを残すところ

まで修復完了

　護岸修復事業を年次計画をたて進めていたが、

東日本大震災により、庭園の景観要素である「御

茶屋御殿」に大きな被害を受けた。御茶屋御殿

は、江戸時代の建築に明治以降増築された建物で

あるが、老朽化しているなかで被災したため、災

害復旧には経年劣化により破損した箇所も同時に

修復しなければならない状況が明らかとなった。

そのため、御茶屋御殿の修復工事に向けても事業

を進めている。
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2

院内御廟保存整備事業

　国史跡「会津藩松平家墓所」

の保存整備事業。平成16年度作

成の「整備実施計画書」に基づ

いて、史跡の修復、樹木整備、

利活用施設の設置等を計画的に

実施する。

継続 182,470千円 旧市 ハード

　墓域内の保全のための水路改修、崩れた石垣や

石段等の修復工事が終了し、見学するための利活

用施設設置に向けた整備を行っている。

　地形図作成、史跡の構造確認のための発掘調

査、危険木伐採、石段修復、石垣修復、見学ルー

トのロープ柵、手摺の設置

3

史跡会津若松城復元事業

　史跡若松城跡総合整備計画を

踏まえ、計画的に若松城整備等

基金を積み立て、財源を確保し

ながら、史跡の復元等による新

たな整備を推進し、鶴ヶ城の魅

力の増進に努める。

継続 436,527千円 旧市 ハード

　平成20年９月に天守閣再建50周年に向けた史

跡若松城跡の整備についての方針を公表した。

　御三階復元に向けた各種調査の実施手法などに

ついて、文化庁をはじめとした関係機関と協議を

行っている。

4

文化財愛護・伝統文化継承事業

（北会津村史編さん）

　昭和 42年に北会津村誌が刊行

されたが、その後、全村圃場整

備の完了により村土が大きく変

容したことから、合併前の北会

津村の姿を後世に伝えるため、

旧村誌を継承・発展させる村史

の編さん事業を平成14年度から

実施。

終了 22,675千円 北会津 ソフト

　平成20年度までに、本編３巻及び史料目録４巻

を刊行し、事業終了。

［５］④地域間・地域内交流の促進

№ 主要事業名・事業概要
進捗状況 総事業費(Ｈ 16～24) 地域 事業区分

実施状況（平成24年度末）

1

ゆかりの地ネットワーク事業

　歴史的な絆で結ばれた都市と

の交流を通して、自らの歴史、

文化、風土などを再認識し後世

へ継承するとともに、教育、文

化、産業、観光の交流による、

相互の地域の活性化などを目的

として実施。

継続 9,616千円 全市 ソフト

　本市と各都市を結ぶ共通の歴史や人物の情報を

発信するとともに、都市間交流の窓口として民間

交流の支援を行っている。また、歴史的な節目の

年に記念事業を実施するなど、その時々に応じた

取り組みを行っている。
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2

国際交流推進事業

　国際化の進展の中で外国籍市

民も同じ住民であるという視点

から、外国人が安心して生活で

きる環境づくりのための施策を

推進する。

　また、市民の国際的理解を深

め、国際感覚豊かな人づくりの

推進を図る。

継続 142,262千円 全市 ソフト

・会津若松市国際交流協会への負担金の支出

・地域国際化推進事業への補助金の支出

・その他地域の国際交流を推進する事業の実施

3

友好都市交流事業

　友好都市等との交流を通じ

て、友好と協力関係を強化、発

展させ、両市の繁栄を推進す

る。

＜海外の友好都市等＞

・中国荊州市（友好都市）

・アメリカ合衆国リーサミット

市（姉妹都市）

・アメリカ合衆国自治領サイパ

ン市（親善交流都市）

継続 33,990千円 全市 ソフト

・荊州市とは、代表団や専門団の派遣と受入、技

術研修生の受入、青少年書画交換などを実施

・リーサミット市とは、中学生の派遣と受入を実

施。ただし、中学生の海外派遣については、参加

中学生の自己負担はあるものの、多くの経費を必

要とすることから、厳しい財政状況を踏まえ、休

止している。

・サイパン市とは、民間を中心とした交流活動を

展開
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［６］パートナーシップのまちづくり【住民と行政の協働】

　　　①信頼される行政の推進

№ 主要事業名・事業概要
進捗状況 総事業費(Ｈ 16～24) 地域 事業区分

実施状況（平成24年度末）

1

行政評価システムの推進

　計画・実施・評価・改善のマ

ネジメントプロセスを通して、

限られた行政資源の適正配分と

市民満足度（市民ニーズの変化

など）の視点に立った行政運営

を行うため、第６次長期総合計

画の政策・施策体系に基づく全

ての基本施策と施策の目的を達

成するための全ての事務事業を

対象として評価を行う。

　評価に当たっては、学識経験

者や市民公募の委員による外部

評価委員会を組織し、第三者の

意見を伺う。（平成17年度～） 

また、評価結果については毎年

度11月を目途に公表する。

継続 1,650千円 全市 ソフト

　平成22年度から、第６次長期総合計画の基本施

策の進捗状況や社会情勢等を踏まえ、次年度にお

いて『特に必要とされる事業』の推進や事業連携

等の取り組みなど、『各部のマネジメント力の強

化』に主眼を置き、行政自らの政策の質的向上を

図っていくこととした。

2

行財政再建プログラムの推進

　持続可能な行財政基盤の確立

を図り、将来に渡って市民サー

ビスを安定的に提供するため、

中期財政見通しの作成や、年間

総額予算主義に沿った総枠配分

方式による予算編成の実施、さ

らには公債費負担適正化の計画

の進行管理による公債費の適正

化と市債残高の低減など、財政

健全化に向けた取組みを推進す

る。

継続 0 全市 ソフト

　行財政再建プログラムの実施 

平成18年８月　行財政再建プログラムの終了

平成18年８月以降　行財政再建プログラムの成果

を踏まえ、今後も以下の財政運営方針に基づき健

全化に向けた取り組みを継続。

①中期財政見通しの公表と、これを踏まえた行財

政運営

②年間総額予算主義に沿った総枠配分方式による

予算編成の継続

③新規市債発行額を元金償還額以下へ抑制するこ

とによる、市債残高の低減

④行政評価を踏まえた「選択と集中」による事務

事業の重点化

- 57 -



3

職員研修の充実

　本市職員における人材育成に

ついての基本的な考えを定め

た、「第２次人材育成基本方

針」及びその実施計画となる

「人材育成推進プラン」に基づ

き、職員研修をはじめとした人

材育成に係る取り組みを計画

的、継続的に進めることによ

り、効果的かつ効率的な人材育

成の推進を図る。

○求められる職員像「市民とと

もに 考え、未来を描き、実現す

る 元気な職員」

○重点目標「モチベーションの

向上による職員と組織の活性

化」

継続 57,967千円 全市 ソフト

・平成12年３月　人材育成基本方針策定

・平成21年５月　第２次人材育成基本方針策定

・平成21年５月　人材育成推進プラン(第１次)策

定

・平成24年４月　人材育成推進プラン（平成24年

度～平成26年度）として改訂

　上記の人材育成基本方針及び同推進プランに基

づき、求められる職員像と重点目標を実現するた

め、計画的、継続的に職員研修を実施している。

　具体的には、各種研修の実施と自己啓発の支援

によって、職員個人の能力向上を図り、「自己啓

発」、「研修所研修（特に階層別研修）」、「派

遣研修」の３つを柱とし、「職場研修」との連携

を図りながら取り組んでいる。
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［６］②協働のまちづくりの推進

№ 主要事業名・事業概要
進捗状況 総事業費(Ｈ 16～24) 地域 事業区分

実施状況（平成24年度末）

1

パブリックコメント制度の導入

　行政運営の公正の確保と透明

性の向上及び協働のまちづくり

の推進を図るため、市民生活に

関連する市の施策（市が作成す

る計画、条例等）について、案

の段階で市民等と情報を共有し

つつ、多様な意見や情報、専門

的な知識等を広く求め、市の政

策形成過程に反映させる。

継続 0 全市 ソフト

　平成17年10月　制度導入

　平成24年６月　事前予告導入

2

住民参加システム確立事業

○まちづくり推進会議の開催

・旧北会津村において、住民参

加のむらづくり懇話会を設置

し、住民参加のまちづくり推進

指針を策定。合併後、北会津地

域限定の指針として引き継が

れ、まちづくり推進会議要綱を

制定。

○北会津地域まちづくり推進

ニュースの発行

・内容は、地域審議会や推進会

議の内容等の支所からのお知ら

せ。

・市政だよりと共に北会津地域

全戸配布。

○北会津地域まちづくり協働隊

への支援

・北会津地域住民により構成さ

れる協働隊への支援を行う。

再編 1,470千円 北会津 ソフト

○まちづくり推進会議の開催（年3～4回）

○北会津地域まちづくり推進ニュース発行（年5

回）

　旧北会津村において、住民参加のむらづくり懇

話会を設置し、住民参加のまちづくり推進指針を

策定。合併後、北会津地域限定の指針として引き

継がれ、まちづくり推進会議要綱を制定。

　平成25年度より、まちづくり推進会議について

は、地域づくり委員会に移行する予定である。

　以外の部分については、北会津地域活性化事業

に再編し継続していく考えである。
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４　福島県事業の推進

　　　県においては、市と連携・協力を図りながら、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事業を積極的に推進しています。その主

なものについて整理します。

　(1)広域的な交流基盤の整備

　　①会津縦貫道

　　　会津縦貫道（会津縦貫北・南道路）は、会津地方の縦軸として計画・整備されてい

る地域高規格道路（自動車専用道路）です。磐越自動車道と連動することによる広域

交流や地域振興はもとより、日本海側と関東地方を結ぶ新たな物流経路として、また、

東日本大震災からの復興を担う重要な道路として期待されています。

　　　会津縦貫北道路は、喜多方市関柴町～本市高野町間の13㎞が平成９年度から県の

要請による国直轄権限代行事業で着手され、平成27年度までの全線開通を目指して

整備が進められています。会津縦貫南道路は、本市～南会津町田島間の約 50kmが計

画されており、下郷町湯野上バイパスが平成24年度から国直轄権限代行事業として

事業着手されています。市では「会津総合開発協議会」を通して、会津縦貫道の早期

全線供用に向けた要望活動を行っています。

　　②若松西バイパス

　　　国道 118号若松西バイパスは、高速交通体系とのアクセス強化、市中心部の渋滞緩

和に向け、門田町一ノ堰～町北町中沢までの約 7kmが計画されており、昭和 63年度
から事業着手、平成19年度までに神指町中四合までの約 5kmが供用されています。

「神指城跡」を迂回するルート見直しも行われ、残る区間の平成28年度の完成を目

指しています。

　　③阿賀川新橋梁

　　　阿賀川新橋梁（主要地方道会津若松三島線）は、平成19年 4月策定の福島県市町

村合併支援道路整備計画に位置付けられ、北会津町～神指町間の延長約 2,400ｍ、若

松西バイパスとの一体的整備により平成28年度の完成を目指しています。平成20年

度から事業着手、平成24年度までに橋梁詳細設計、測量等が実施され、一部用地買

収も行われています。市では交通安全性の確保や渋滞の分散化、北会津町と中心市街

地との連絡強化に向け、早期整備の要望活動を行っています。

　(2)医療機関の診療機能及び救急医療体制の充実

　　①県立医科大学会津医療センター

　　　平成16年度、県において県立病院の役割、機能、抜本的な改革方策が検討され、

県立会津総合病院と県立喜多方病院の統合が決定しました。平成17年度、統合病院

の設置場所を河東町十文字地区とし、平成18年度から本市も連携協力し用地買収に

取り組むなど事業に着手、平成20年度に県立医科大学の附属病院化の決定を経て、

平成22年度から工事開始、平成25年 5月 12日開所となりました。

　　　会津医療センターは、ベッド数 226床で、

県内初の漢方内科を含む24の診療科、最先端

の内視鏡設備など、診療・教育・研究機能を

備えた会津地方全体の医療を支える総合医療

機関としての役割を担います。
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５　公共的施設の適正配置と整備の取組み

　　　公共的施設については、地域の特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、適正配置に努めているところです。

　　　合併特例事業の推進により、これまで「河東学園小学校」、「北会津中学校」、

「鶴城小学校」の教育施設、全市の完全給食実施に向けた「学校給食センター」、新

市の中核的な生涯学習総合センターとして図書館と中央公民館を複合化した「會津稽

古堂」、地区コミュニティの向上に資する「鶴城」、「城南」、「謹教」の各コミュ

ニティセンター、スポーツ施設の充実に向けた「あいづ陸上競技場」を含む「会津総

合運動公園」の整備など、教育環境や生活環境の向上を図り、都市機能の充実に努め

ています。

　　　旧北会津村及び旧河東町の役場は、それぞれ北会津支所、河東支所として、窓口業

務のほか地域づくりについても一定の役割を担っています。また、各支所は、それぞ

れの地域における行政サービスの拠点として位置付けた新市建設計画に基づき、住民

サービスの低下を招かないよう、１階に支所機能を確保しています。なお、合併に伴

う空きスペースについては、次のとおり有効活用に努めています。

　　○北会津支所２階

　　　・会津若松地方広域市町村圏整備組合消防本部（平成19年９月移転）

　　　・会津若松地方・喜多方地方消防指令センター（平成23年３月運用開始）

　　○河東支所３階

　　　・会津地方市町村電子計算機管理運営協議会（平成18年８月移転）

　　　・監査事務局（平成19年３月移転）

　　　本庁舎については、建築年次が古く老朽化が進んでおり、東日本大震災に鑑み、行

政機能の拠点として、さらには、自然災害発生時の防災拠点としての機能強化が求め

られています。

　　　また、合併特例事業の推進に伴う統合や機能移

転の状況から、鶴城小学校、会津学鳳高校跡地、

旧会津図書館、旧陸上競技場及び旧サブトラック、

市役所庁舎などの鶴ケ城周辺の公共施設について、

平成22年８月、「鶴ケ城周辺公共施設利活用構

想」を策定し、その施設ごとの方向性を示しなが

ら利活用や更新に取り組んでいます。
【旧会津図書館を大河ドラマ館に活用】

　

　　　一方、全国的に人口減少や少子高齢化の進行などにより、公共施設の更新経費や維

持管理経費を確保することが課題となっています。こうした状況は本市においても例

外ではないことから、平成25年２月、「会津若松市公共施設白書」を作成し、本市

の公共施設全体の状況を明らかにし、課題の共有化を図りました。現在、白書を踏ま

え、次世代へ引き継いでいくことができる公共施設のあり方、効率的なサービス提供

の仕方なども含めた今後の公共施設マネジメントについて検討を進めています。
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６　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24年度までの合計額で比較します。
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○歳入 （単位；百万円）

区　　分
合　　計

計画 決算額 計画 決算額 計画 決算額 計画 決算額 計画 決算額 計画 決算額 計画 決算額 計画 決算額 計画 決算額 対比

1 市税 15,490 15,807 15,816 15,839 16,211 17,315 16,211 16,710 16,211 16,919 16,239 15,496 16,283 14,813 16,283 15,063 128,744 127,962 ▲0.6%

2 地方譲与税 818 1,111 818 1,540 818 628 818 610 818 533 818 522 818 510 818 480 6,544 5,934 ▲9.3%

3 利子割交付金 124 69 124 45 124 59 124 60 124 55 124 45 124 36 124 30 992 399 ▲59.8%

4 配当割交付金 7 22 7 35 7 44 7 14 7 12 7 15 7 16 7 17 56 175 212.5%

5 株式等譲渡所得割交付金 1 29 1 25 1 20 1 4 1 6 1 4 1 3 1 4 8 95 1,087.5%

6 地方消費税交付金 1,495 1,382 1,526 1,378 1,564 1,358 1,564 1,263 1,564 1,308 1,564 1,305 1,564 1,268 1,564 1,254 12,405 10,516 ▲15.2%

7 ゴルフ場利用税交付金 23 20 23 22 23 21 23 20 23 19 23 20 23 19 23 19 184 160 ▲13.0%

8 自動車取得税交付金 185 224 185 231 185 213 185 200 185 102 185 99 185 82 185 134 1,480 1,285 ▲13.2%

9 地方特例交付金 426 429 426 333 426 100 426 190 426 178 426 206 426 172 426 59 3,408 1,667 ▲51.1%

10 地方交付税 8,528 9,207 8,375 9,457 8,183 8,700 8,090 9,212 8,005 9,519 7,909 11,133 7,902 12,516 7,842 12,586 64,834 82,330 27.0%

普通交付税 7,638 8,087 7,535 8,394 7,434 7,615 7,349 8,105 7,264 8,387 7,168 9,831 7,161 10,524 7,101 10,526 58,650 71,469 21.9%

特別交付税 890 1,120 840 1,063 749 1,085 741 1,107 741 1,132 741 1,302 741 1,535 741 1,468 6,184 9,812 58.7%

震災復興特別 457 592 0 1,049 皆増

11 交通安全対策特別交付金 32 35 32 37 32 36 32 32 32 32 32 30 32 29 32 28 256 259 1.2%

12 分担金及び負担金 542 544 521 563 524 581 524 568 524 616 524 625 524 628 524 654 4,207 4,779 13.6%

13 使用料及び手数料 956 870 956 783 956 773 956 772 956 780 956 747 956 745 956 737 7,648 6,207 ▲18.8%

14 国県支出金 7,132 6,563 7,676 6,585 7,414 6,457 7,497 8,643 7,944 9,633 8,228 9,848 7,483 10,893 7,681 19,060 61,055 77,682 27.2%

15 財産収入 164 104 164 62 164 161 164 121 164 73 164 64 164 57 164 99 1,312 741 ▲43.5%

16 寄附金 11 13 11 7 11 9 11 8 11 6 11 7 11 89 11 54 88 193 119.3%

17 繰入金 638 963 692 1,047 292 777 178 184 371 193 258 546 365 200 118 364 2,912 4,274 46.8%

18 繰越金 452 1,239 427 641 475 1,039 409 1,311 537 2,299 551 926 576 1,717 436 1,334 3,863 10,506 172.0%

19 諸収入 1,399 1,497 1,401 1,155 1,401 1,143 1,399 1,066 1,382 1,138 1,365 1,178 1,365 1,134 1,365 1,230 11,077 9,541 ▲13.9%

20 市債 3,690 3,631 5,354 4,318 6,390 3,320 3,654 3,867 4,364 4,056 6,143 4,521 3,604 3,318 3,459 3,365 36,658 30,396 ▲17.1%

　　歳入合計 42,113 43,759 44,535 44,103 45,201 42,754 42,273 44,855 43,649 47,477 45,528 47,337 42,413 48,245 42,019 56,571 347,731 375,101 7.9%

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

- 
6
2
 -



【説明】

　・上記の財政計画は、「会津若松市・河東町新市建設計画」におけるもので、北会津村と合併後の会津若松市と河東町の計画である

ため、現在の新市の姿と一致します。

　・新市建設計画の財政計画は、策定当時（平成16年度）のトレンドを基に推計されたものです。概ね計画どおりに推移してきました

が、景気浮揚対策を目的とした「定額給付金」実施の平成21年度や、東日本大震災発生後の平成23年度以降、決算の規模が大きく

増加しています。

　・歳入については、平成20年のリーマンショックによる経済危機に伴い、平成22年度から市税が減少傾向にあります。これに対し、

地方交付税がその補填機能により増加しているものの、一般財源総額は減少しています。

　・歳出については、全国的な景気低迷の影響により、平成22年度から生活保護費などの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も増加しています。積立金は主に財政調整基金で、先行きの不透明さに対応するために積立を行って

いますが、類似団体で比較するとその積立額はまだ低い状況です。
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○歳出 （単位；百万円）

区　　分
合　　計

計画 決算額 計画 決算額 計画 決算額 計画 決算額 計画 決算額 計画 決算額 計画 決算額 計画 決算額 計画 決算額 対比

1 人件費 7,972 8,459 8,209 8,533 8,350 8,336 7,743 8,218 7,768 8,124 7,266 7,744 7,715 8,191 7,151 7,504 62,174 65,109 4.7%

2 物件費 5,224 4,578 5,078 4,338 4,835 4,248 4,735 3,932 4,735 4,803 4,715 4,923 4,715 5,464 4,715 5,409 38,752 37,695 ▲2.7%

3 維持補修費 394 723 394 453 394 463 394 420 394 476 394 916 394 650 394 1,053 3,152 5,154 63.5%

4 扶助費 6,957 6,994 7,095 7,128 7,235 7,321 7,279 7,414 7,323 7,653 7,368 9,357 7,412 10,007 7,458 19,333 58,127 75,207 29.4%

5 補助費等 4,484 5,082 4,295 4,510 4,291 4,650 4,271 4,808 4,271 6,907 4,271 4,520 4,271 4,721 4,271 4,868 34,425 40,066 16.4%

6 公債費 6,179 5,812 6,227 5,858 6,180 6,088 5,960 6,031 5,674 6,445 5,680 5,455 5,964 5,613 5,879 5,390 47,743 46,692 ▲2.2%

7 積立金 10 882 10 274 10 22 310 199 610 665 410 215 10 1,625 460 159 1,830 4,041 120.8%

8 投資・出資・貸付金 1,015 1,008 1,015 1,002 1,015 860 1,015 782 1,015 869 1,015 806 1,015 837 1,015 831 8,120 6,995 ▲13.9%

9 繰出金 5,218 5,476 5,146 5,381 5,100 5,576 5,044 5,947 5,035 6,201 5,032 6,295 5,040 6,234 5,025 6,037 40,640 47,147 16.0%

10 普通建設事業費 4,233 4,104 6,591 5,587 7,382 3,880 4,985 4,805 6,273 4,409 8,801 5,389 5,441 3,570 5,098 3,356 48,804 35,100 ▲28.1%

　　歳出合計 41,686 43,118 44,060 43,064 44,792 41,444 41,736 42,556 43,098 46,552 44,952 45,620 41,977 46,912 41,466 53,940 343,767 363,206 5.7%

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

- 
6
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７　計画策定後の社会経済状況の変化

　　新市建設計画の策定後、国の地方税財政改革や政権交代などで各種制度が変化すると

ともに、長引く地域経済の低迷や東日本大震災に伴う風評被害など、本市を取り巻く社

会経済状況は大きく変化しています。

合併後の社会経済状況の変化一覧

時　期 主なできごと 本市の状況

平成18年度

Ｈ 19.3　北海道夕張市が財政再建

団体に指定され事実上の財政破綻

※本市はＨ 16～18年度にかけ独自の

「行財政再建プログラム」に取り組み、

財政再建団体を回避している

平成19年度

Ｈ 19.6　財政健全化法が成立し新

たな財政指標「実質公債費比率」

が導入

Ｈ 19.6　国の「骨太の方針 2007」

による経済財政改革

・本市は「実質公債費比率」が基準を

上回ったため「公債費負担適正化計

画」を策定し起債発行の抑制に取組む

・地方交付税が大きく落ち込む（前年

度比で約７億円減少）

平成20年度

Ｈ 20.5　中国「四川大地震」発生、

原油価格や建設資材等の高騰、学

校耐震化が加速

Ｈ 20.9　米リーマンショックに伴

う世界同時不況

Ｈ 21.3　緊急経済対策として定額

給付金を実施

・原油価格及び建設資材等の高騰によ

り公共工事の入札不調が相次ぐ（生涯

学習総合センター建築工事等）

・ 全国的な景気低迷に伴う市内企業

の業績悪化

・市内大型小売店の相次ぐ撤退

平成21年度

Ｈ 21.9　政権交代

Ｈ 21.11「事業仕分け」実施など

国の政策動向の不透明感が深まる

・地域経済の元気を取り戻すため「地

域活力再生戦略」を策定（Ｈ 21.11）

平成22年度

Ｈ 22.6　国の「新成長戦略」によ

り地方交付税の水準を維持、国の

「地域主権戦略大綱」により補助

金の一括交付金化を検討

Ｈ 23.3　東日本大震災の発生、福

島第一原子力発電所事故

・市内企業の設備投資の減少、雇用情

勢の悪化により、市税等の歳入が減少

・学校施設耐震化事業に取り組む

・東日本大震災により、本市は「特定

被災区域」に指定される

・避難者の受入対応

平成23年度

Ｈ 23.7　福島・新潟豪雨災害発生

Ｈ 23.8　合併特例債の期間延長の

特例措置（被災自治体5年延長）

Ｈ 23.8　県「復興ビジョン」策定

・原発事故の風評により本市を訪れる

観光客数が大幅に落ち込む

・「会津若松市復興推進計画」を策定

（Ｈ 24.3）

平成24年度

Ｈ 24.6　合併特例債の期間延長の

特例措置の改正（被災自治体10年

延長、他自治体5年延長）

Ｈ 24.12　高速道路トンネル崩落

事故をきっかけに社会インフラの

老朽化問題に関心が高まる

Ｈ 24.12　政権交代

・風評払拭の取組をはじめとした震災

からの復興が最優先課題

・スマートコミュニティ事業化を検討

・上下水道や公営住宅、道路橋梁等の

長寿命化計画に取り組む

・「公共施設白書」を策定（Ｈ 25.2）

し、公共施設マネジメントを検討
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８　今後の推進に向けて

　(1)現状と見通し

　　　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ます。こうした状況を踏まえて、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。

　　　しかしながら、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。

　　　また、合併特例債の適用を延長する期間内に、合併に伴う財政措置「合併算定替」

の終了により、地方交付税が減額となります。「合併算定替」とは合併時の財政措置

で、本来、合併後の新市一本で算定されるべき地方交付税を10年間は旧市町村単位

で算定し、その後５年かけて段階的に縮減されるものです（下図参照）。本市の場合、

この合併算定替による地方交付税の経過措置額は約 14億円であり、２段階合併のた

め、北会津村との合併に係る合併算定替が平成26年度まで継続され、平成27年度か

ら縮減し平成31年度で終了、河東町との合併に係る合併算定替が平成27年度まで継

続され、平成28年度から縮減し平成32年度で終了します。

　　　さらには、東日本大震災や公共インフラの老朽化から、市民生活の安全・安心を守

るための施策は最優先課題であり、本市は現在、学校や公営住宅、上下水道、道路橋

梁、公園などの公共施設の長寿命化に取り組んでいますが、現在の社会情勢を踏まえ

ると、改めて公共施設の量も含めた全体のあり方の検討が必要な時期にあります。

　　　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。

　　【合併算定替イメージ】
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河東町との合併

終了

「合併算定替」による
地方交付税増加分

　※約14億円

一本算定による
地方交付税

合併後10年間



　(2)新市建設計画改訂の基本的な考え

　　　新市建設計画は、旧市町村の首長や議会、各種団体、住民代表等から成る合併協議

会において議論し作成した経過にあります。また、合併特例債の期間延長の特例法が

制定された趣旨は、震災によって従来からの事業推進に影響が生じている事情を考慮

してのものであり、新たな計画を策定するものではありません。

　　　こうしたことから、新市建設計画の改訂は、状況の変化を踏まえながら、次の考え

方で取り組みます。

　　【改訂の基本的考え】

　　　① 現行計画の策定経過を踏まえ継続した推進を基本

　　　② 特例法の趣旨を踏まえ必要最小限の改訂

　　　③ 有利な財政措置の最大限活用に向け10年延長

　　　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）と整合

　　　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」を改訂対象
　　　　　※「会津若松市・河東町新市建設計画」は、「会津若松市・北会津村新市建設計画」を包

含する最終的な計画であるため、この計画を改訂します。また、計画のタイトルを変えた

場合は、新たな計画の作成とみなされるため、タイトルも「会津若松市・河東町新市建設

計画」のままとなりますが、内容は現在の新市の内容となります。

　(3)合併特例事業の推進

　　　合併特例事業については、これまでも、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、継続した推進が基本と考

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しながら、また、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。
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　おわりに

　

　新市建設計画は、ハード・ソフト両面からの計画であり、その方向性と実現のための施

策は、第６次長期総合計画に承継されて取り組みを進め、概ね順調に進捗しているところ

ですが、合併特例事業の進捗に表れているように、未だ推進途上にあります。こうした点

や合併後の状況変化を適切に見極めて、計画の改訂に取り組んでいきます。

　また、新市建設計画は、合併特例債の活用の基本となる計画であることから、ハード整

備に焦点が当たりがちですが、まちづくりにあたっては、状況の変化に対応しながらハー

ド事業とソフト事業とがバランスよく効果を発揮していくことが重要です。

　近年、まちづくりの課題は、箱物や道路といったハード整備主体から、地域の身近な課

題の解決へと変容してきています。そのため、公共施設マネジメントを通して、公共施設

の整備のあり方を検討するとともに、それぞれの地域の特色を生かしたまちづくりを進め

ていく必要があります。

　本市は、平成20年５月、「市町村合併に伴う効果と影響に関する調査中間報告書」を

作成し、合併後の行政サービスの変化を中心に共通認識を図るべくまとめました。今回は、

新市建設計画に掲げた事業の進捗状況を中心にまとめています。市町村合併を適切に検証

していくため、今後とも、適切な時期を見極めながら、こうした段階的な取り組みを重ね

ていく考えです。
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