
令和４年度行政評価　施策評価票

主管部局・課 教育委員会　文化課

政策分野７　歴史・文化
目指す姿

施策

施策番号
名称

施策の内容

施策１

施策２

施策３

１　政策分野の進捗状況
重要業績評価指標の達成状況

指標名 単位 説明又は計算式

1

市民文化祭参加行事 行事 参加行事数

年度 令和３年度令和４年度令和５年度 最終目標 検証

目標 72 73 73
75

実績 ―

2

歴史文化講座参加者 人 参加者数

年度 令和３年度令和４年度令和５年度 最終目標 検証

目標 310 320 330
360

実績 77 90 ―

政策目標１　未来につなぐひとづくり/政策２　生涯にわたる学びと活躍の推進

文化芸術に親しむ機会にあふれ、本市の豊かな歴史資源の継承のもと、文化や歴史の魅力が世界に発
信されているまち

関連するSDGs17のゴール

地域の文化力を醸成する文化、
芸術の振興

　地域の特色を活かした芸術文化事業や文化祭などの開催を支援します。また、質の高
い文化芸術に触れる機会を充実し、地域の文化力の向上と市民が主体となった芸術文化
活動の促進を図ります。

地域の歴史・文化を育む環境づ
くり

　誰もが気軽に地域の歴史や文化に触れ、学ぶことができる機会を創出します。また、
歴史と文化が薫るまちを目指し、市民が活動しやすい環境づくりを行います。

歴史資源・伝統文化の保存・継
承

　文化財をはじめとする本市の貴重な歴史資源や伝統文化を後世に継承する取組を進め
ながら、情報発信や公開などにより、郷土の歴史や文化の理解促進を図ります。

新型コロナウイルス感染症の影響により目標値
を大きく下回っている。今後、新型コロナウイ
ルス感染症が落ち着いた場合であっても、参加
団体が固定傾向にあることから、参加行事数の
増加は難しいと考えられる。

17
（うち3事業中止）

35
（うち1事業中止）

新型コロナウイルス感染症対策により、開催
回数及び規模を縮小したため、未達成。今後
は新型コロナウイルス感染症対策を取りなが
ら、講座開催を継続し、参加者数が回復する
見込みである。



２　施策の評価
施策１ 地域の文化力を醸成する文化、芸術の振興

取組状況

施策２ 地域の歴史・文化を育む環境づくり

取組状況

今年度の
重点方針
（方向性）

　地域の特色を活かした芸術文化事業や文化祭などの開催を支援します。また、質の高い文
化芸術に触れる機会を充実し、地域の文化力の向上と市民が主体となった芸術文化活動の促
進を図ります。

・市民文化祭の開催支援や地域文化団体への支援・協力等を通じ、市民に文化芸術の鑑
賞機会を提供するとともに、市民自らの文化芸術活動の促進を図ってきた。
・あいづまちなかアートプロジェクト事業では、積極的に若手作家や子どもたちによる
新たな作品制作、全国の漆芸大学や地元ゆかりのアーティストとの連携に取り組むな
ど、担い手の育成にも努めた。また、専門的な知見を有する人材をディレクターとして
迎え、プロジェクトの方向性や事業内容、運営体制の見直しを図り、市民協働により取
り組むことで、市民の文化芸術に対する意識の醸成を図った。
・「あいづまちなかアートプロジェクト事業」や、小学生を対象とした「ふれあい美術
展」などを通じ、漆などの地域の文化資源の魅力発信と収蔵美術作品の活用による鑑賞
機会の充実に努めた。
・新型コロナウイルス感染症対策として、来場者名簿の作成や入場制限、各種対
策を行うなど実施可能な事業内容へ見直しを図るとともに、動画の配信などによ
り実際に会場へ来ることのできない方にもアートを楽しんでいただける環境づく
りを行った。

課題認識と
今後の方針
・改善点

【１】文化芸術に対する意識の醸成、文化芸術活動の担い手の育成
・これまで本市の文化振興の中心を担ってきた団体等の高齢化が進む一方で、文化芸術
活動の形が多様化してきており、こうした時代の流れやニーズに応じた市民文化祭や文
化団体への支援の在り方について検討していく。
・特に子どもたちにとって文化芸術は、豊かな感性や創造性を育む大きな効果が期待で
きることから、その活動については、学校教育との連携を図りながら取り組んでいく。
・地域の文化芸術振興のためには、市民が文化芸術を鑑賞できる機会が得られるととも
に、文化芸術活動に主体的に参加し創造していく機会を増やしていくことが重要である
ことから、多くの市民があいづまちなかアートプロジェクトへ興味を持ち参加してもら
えるよう、市民ニーズを踏まえ、継続して事業内容や運営体制の見直しを進めていく。

今年度の重
点方針

（方向性）

　誰もが気軽に地域の歴史や文化に触れ、学ぶことのできる機会を創出します。また、歴史
と文化が薫るまちを目指し、市民が活動しやすい環境づくりを行います。

・文化活動の拠点となる文化施設の管理運営に指定管理者制度を導入し、効率的な運営
管理と市民サービスの向上を図るとともに、老朽化した施設・設備を計画的に改修して
きた。
・歴史資料センターにおいて、平成26年度より運営管理の一部を民間委託し、効率的な
運営管理を図るとともに、様々な展示・講座を行い、市民が地域の歴史を学ぶ機会を創
出してきた。
・新型コロナウイルス感染症に係る、国・県・市の公共施設の指針に基づいたイベント
開催や貸館を実施するとともに、様々な感染症対策を施しながら、利用者が安心して利
用できる環境づくりに取り組んだ。
・市収蔵美術作品の収蔵施設については、美術品に適した温度や湿度の管理が必須であ
ることから、市外の専門業者等により適切な管理を行ってきた。
・作品の活用については、あいづまちなかアートプロジェクトやふれあい美術館を通
じ、市民が市収蔵美術作品を鑑賞できる場を設るとともに、収蔵作品のデジタル化に取
り組むことで、作品の活用機会の創出や、新しい鑑賞機会の提供に取り組んだ。

課題認識と
今後の方針
・改善点

【１】文化施設等の利活用推進と適切な管理、整備
・文化施設及び歴史資料センターは老朽化が進んでおり、施設・設備を計画的に改修す
るなど、公共施設マネジメントの視点を考慮しながら、利用者の安全性や利便性に配慮
した環境整備と、更なる利活用を図っていく。

【２】美術品等の展示収蔵機能の研究、検討
・現在、分散管理を行っている美術品等の収蔵機能については、今後も適切な保存と効
率的な活用に向け検討を進めていく。
・展示については、あいづまちなかアートプロジェクトやふれあい美術館での活用に加
え、作品のデジタル化などの新しい展示方法を取り入れることで、より一層の活用を
図っていく。



施策３ 歴史資源・伝統文化の保存・継承

取組状況

３　関連する政策分野と事務事業
政策分野 事務事業名 担当部・課名

２‐２ 郷土理解学習推進事業 教育委員会　学校教育課
１‐１ 生涯学習推進事業 教育委員会　生涯学習総合センター

４　施策の最終評価

今年度の重
点方針

（方向性）

文化財をはじめとする本市の貴重な歴史資源や伝統文化を後世に継承する取組を進めながら
、情報発信や公開などにより、郷土の歴史や文化の理解促進を図ります。　

・国指定の史跡・名勝・天然記念物である御薬園・院内御廟・赤井谷地沼野植物群落につい
て、文化庁や専門家により構成される指導会議での指導を受けながら保護や整備を行った。
さらに赤井谷地等で市民にその価値を理解してもらうため見学会を開催した。
・日新館天文台跡や、赤井谷地の整備活用を図るため、隣接する土地の取得等を行った。
・開発行為等に伴い事前に発掘調査を実施し、遺跡の内容を記録として保存するなどの埋蔵
文化財の保護を図った。
・ビジュアル市史を刊行・販売するとともに、歴史資料の収集、保存、研究を行った。・歴
史資料センターを開館し、歴史資料の展示や先人顕彰を行うとともに、歴史講座や体験学習
、歴史に関するレファレンスなどを行い、郷土の歴史の継承に努めた。
・改正文化財保護法において位置付けられた、文化財の保存活用に関するアクションプラン
である「会津若松市文化財保存活用計画」を策定した。

課題認識と
今後の方針
・改善点

【１】文化財の保存・整備・活用
・指定文化財等においては、支障木伐採や除草清掃などによる維持管理を引き続き行う
とともに、社会環境の変化により、地域で担っている文化財等の維持管理に係る体制の
維持が難しくなってきていることから、補助事業による維持管理の推進や、所有者との
連携、地域での文化財に対する意識醸成により適切な保存に取り組んでいく。
・御薬園・院内御廟・赤井谷地沼野植物群落については、指導会議での指導をうけなが
ら保存整備を進めていく。

【２】埋蔵文化財の調査・保護の充実
・開発に伴う埋蔵文化財発掘調査の依頼が増加していることから、適切な調査を行い、
埋蔵文化財を保護していく。
・「文化財だより」や「出前講座」により、文化財に対する保護意識の高揚を図ってい
く。

【３】歴史文化の継承のための機会の創出
・院内御廟や赤井谷地、日新館天文台跡等について、現地での見学会や歴史文化講座を
行うなど、市民の文化財に対する理解促進に向けた、積極的な文化財の活用を図る。
・歴史資料センター「まなべこ」での資料展示や各種講座の実施、さらには小中学校と
連携した郷土及び郷土の歴史を学ぶことができる授業カリキュラム「戊辰戦争から郷土
会津を学ぶ」を活用し、子どもから大人まで広く郷土理解の促進を図る。
・文化財を総合的に把握し保存・活用を図るための指針となる「文化財保存活用地域計
画」に基づき、未指定文化財などの地域の歴史資源の情報収集や、地域ぐるみでの歴史
文化の保存・活用に向けた取組を進める。

・政策分野７「歴史・文化」の推進にあたっては、「２　施策の評価」に従い取り組むこと。

・施策１「地域の歴史・文化を育む環境づくり」については、多くの市民があいづまちなかアートプ
ロジェクトへ興味を持ち参加してもらえるよう、市民ニーズを踏まえ、継続して事業内容や運営体制
の見直しを進めていく。
・施策２「地域の歴史・文化を育む環境づくり」については、美術品等の展示収蔵について、あいづ
まちなかアートプロジェクトやふれあい美術館での活用に加え、作品のデジタル化などの新しい展示
方法を取り入れることで、より一層の活用を図っていく。
・施策３「歴史資源・伝統文化の保存・継承」については、歴史文化継承のため、「文化財保存活用
地域計画」に基づき、未指定文化財などの地域の歴史資源の情報収集や、地域ぐるみでの歴史文化の
保存・活用に向けた取組を進めていく。



５　事務事業一覧

番号 事務事業名 担当部・課

施策１　地域の文化力を醸成する文化、芸術の振興

1 柱２ 4.7 文化振興事業 継続 文化課

2 ◎ 柱２ 4.7 あいづまちなかアートプロジェクト事業 継続 文化課

3 柱２ 4.7 郷土研究奨励事業 継続 文化課

4 柱２ 4.7 新規 文化課
施策２　地域の歴史・文化を育む環境づくり

1 ◎ 柱２ 4.7 會津風雅堂管理事業 継続 文化課

2 ◎ 柱２ 4.7 文化センター管理事業 継続 文化課

3 柱２ 4.7 歴史資料センター管理運営事業 継続 文化課

4 柱２ 4.7 会津能楽堂管理事業 継続 文化課

5 柱２ 4.7 収蔵美術作品管理活用事業 継続 文化課
施策３　歴史資源・伝統文化の保存・継承

1 ◎ 柱２ 4.7 御薬園整備事業 継続 文化課

2 柱２ 4.7 院内御廟保存整備事業 継続 文化課

3 ◎ 柱２ 4.7 赤井谷地保存整備事業 継続 文化課

4 柱２ 4.7 御薬園管理運営事業 継続 文化課

5 ◎ 柱２ 4.7 文化財保存活用地域計画推進事業 継続 文化課

6 柱２ 4.7 文化財整備事業 継続 文化課

7 柱２ 4.7 日新館天文台跡整備事業 継続 文化課

8 柱２ 4.7 文化財調査事業 継続 文化課

9 柱２ 4.7 指定文化財保存整備補助事業 継続 文化課

10 柱２ 4.7 神指城跡保存検討会事業 継続 文化課

11 柱２ 4.7 埋蔵文化財管理事業 継続 文化課

12 柱２ 4.7 高野地区農地整備発掘調査事業 継続 文化課

13 ◎ 柱２ 4.7 会津若松市庁舎整備発掘調査事業 継続 文化課

14 柱２ 4.7 城前団地発掘調査事業 継続 文化課

15 柱２ 4.7 本田地区農地整備試掘調査事業 終了 文化課

16 柱２ 4.7 継続 文化課

17 柱２ 4.7 都市計画道路藤室鍛治屋敷線（県道）発掘調査事業 新規 文化課

18 柱２ 4.7 平沢地区農地整備試掘調査事業 新規 文化課

重点
事業

人口減
少対策
※

SDGs
ターゲ
ット

次年度
方針

第62回福島県芸術祭会津地区開催負担金

都市計画道路藤室鍛冶屋敷線発掘調査事業

※人口減少対策に資する事業を「第２期　会津若松市　まち・ひと・しごと創生総合戦略」で定める４つ
の基本目標に分類して表記しています。
柱１　ICTと既存産業・資源を活用したしごとづくり
柱２　地域の個性を活かした新たなひとの流れの創出
柱３　生活の利便性を実感できる安全・安心なまちづくり
柱４　結婚・出産・子育て支援と教育環境の整備



施策１　地域の文化力を醸成する文化、芸術の振興

1

事業名 文化振興事業 法定／自主 自主

担当部・課 教育委員会文化課 次年度方針 継続

事業費 2,415 2,415

所要一般財源 2,415 2,415

概算人件費 1,504 1,504

2

事業名 あいづまちなかアートプロジェクト事業 法定／自主 自主

担当部・課 教育委員会文化課 次年度方針 継続

事業費 8,000 8,000

所要一般財源 4,000 4,000

概算人件費 5,640 5,640

概要
(目的と内容)

　市民に文化鑑賞の機会を提供するとともに、
市民自らの活動に対する支援を行い、文化の振
興に寄与する。

財務内容
単位(千円)

令和４年度
（予算）

令和５年度
（見込み）

これまでの
取組状況

（主な取組と
成果）

・主催行事を柱とした「市民文化祭」や会津で最大規模を誇る「会津総合美術展」等
の市民の文化活動を支援し、広く市民に参加と鑑賞の機会を提供している。

事業の検証
（課題認識/
今後の方針・
改善点）

・これまで、市民文化祭の中心を担ってきた文化団体の高齢化が進むとともに、参加
団体も固定傾向にあることから、主催行事の在り方や周知方法について見直しを図っ
ていく。
・一方で、社会の価値観が多様化し、文化活動は様々な形態で展開されており、こう
した文化団体・個人のニーズを踏まえた支援の在り方を模索していく必要がある。

概要
(目的と内容)

　会津の文化資源や市収蔵美術作品等を活用し
た芸術鑑賞機会をまちなかで提供するととも
に、多様な人々が主体的に関わるプロジェクト
を展開することで、市民の文化芸術に対する意
識の醸成を図る。

財務内容
単位(千円)

令和４年度
（予算）

令和５年度
（見込み）

これまでの
取組状況

（主な取組と
成果）

・会津の文化資源や市収蔵美術作品を活用した展覧会やワークショップを開催し、市
民が気軽にアートに触れる機会づくりをおこなった。特徴的な取組として実施した「
なかにわ美術館」は、アートを通し来場者とともに本市の未来を考える画期的な機会
となった。
・「検討部会」において、専門家の活用や市民協働による運営体制を取り入れたこと
で、本事業が、これまでの芸術鑑賞機会の提供にとどまらず、市民の文化芸術に対す
る意識の醸成に大変有効なものであることが実証されたことから、今年度は「まちな
かピナコテカ部会」と「検討部会」を統合して新たな部会を再編し効果的な事業をス
タートさせることができた。

事業の検証
（課題認識/
今後の方針・
改善点）

・多くの市民があいづまちなかアートプロジェクトへ興味を持ち主体的に参加しても
らえるよう、市民ニーズを踏まえ、継続して事業内容や運営体制の見直しを進めてい
く必要がある。



3

事業名 郷土研究奨励事業 法定／自主 自主

担当部・課 教育委員会文化課 次年度方針 継続

事業費 484 484

所要一般財源 84 84

概算人件費 152 152

4

事業名 法定／自主 自主

担当部・課 教育委員会文化課 次年度方針 新規

事業費 0 265

所要一般財源 0 265

概算人件費 0 1,805

―

―

概要
(目的と内容)

　個人の寄附金の活用による基金事業として、
会津地方に関する史学・民俗学・考古学・美術
史学・地理学・農学・生物学・地学などを調査
・研究した作品を募集し、優秀な作品を奨励・
公開することにより、市民の郷土愛の醸成を図
る。

財務内容
単位(千円)

令和４年度
（予算）

令和５年度
（見込み）

これまでの
取組状況

（主な取組と
成果）

　平成元年度から会津地方に関する調査・研究作品を募集し、郷土研究奨励金審査委
員会の審査を経て、奨励賞及び副賞を授与している。
　小学生から高齢者までの応募があり、郷土の歴史文化研究に取り組む機会となって
いる。

事業の検証
（課題認識/
今後の方針・
改善点）

　一般成人部門は、応募数や研究様式になっている作品が少ないため、応募方法や審
査基準のあり方について検討していく。青少年部門は学年により熟度や理解に開きが
あるため、審査委員による調査・研究方法等への指導の在り方を検討するとともに、
より多くの応募を得るため,小・中・高校への周知の強化と歴史資料センター「まなべ
こ」等を活用した周知を図っていく。

第62回福島県芸術祭会津地区開催負担金

概要
(目的と内容)

　県民による文化の講演発表等の促進等を目的
に福島県芸術文化団体連合会が主催する福島県
芸術祭の開幕式典等を重点地区である県内6地区
において持ち回りで開催する。令和5年度は本市
において実行委員会の立ち上げ、開幕式典・開
幕行事の開催を行う。

財務内容
単位(千円)

令和４年度
（予算）

令和５年度
（見込み）

これまでの
取組状況

（主な取組と
成果）

事業の検証
（課題認識/
今後の方針・
改善点）



施策２　地域の歴史・文化をはぐくむ環境づくり

1

事業名 會津風雅堂管理事業 法定／自主 自主

担当部・課 教育委員会文化課 次年度方針 継続

事業費 180,216 164,154

所要一般財源 160,146 159,554

概算人件費 470 470

2

事業名 文化センター管理事業 法定／自主 自主

担当部・課 教育委員会文化課 次年度方針 継続

事業費 42,026 75,235

所要一般財源 37,036 38,335

概算人件費 376 376

概要
(目的と内容)

　平成18年度から指定管理者制度を導入し、多
様な芸術文化活動の拠点となる施設として、効
率的な管理運営を図りながら、市民サービスの
向上に努める。

財務内容
単位(千円)

令和４年度
（予算）

令和５年度
（見込み）

これまでの
取組状況

（主な取組と
成果）

・指定管理者による効率的な管理運営と保守点検管理を徹底し、利用者の安全性を確
保した施設の提供を行っている。また、平成６年の開館後20年以上を経過しているこ
とから、設備の更新や維持補修等を計画的に実施している。

事業の検証
（課題認識/
今後の方針・
改善点）

・文化施設は、専門的で高額な機器設備等が多く、修理には時間を要することから、
機能停止などの事態を未然に防ぐためにも、指定管理者と連携しながら計画的な設備
改修が必要となっている。
・市民の多様な文化活動の成果発表や鑑賞の拠点となる施設であるため、指定管理者
による効率的な管理運営と稼動率の向上に努めていくとともに、施設設置者として緊
急性や重要性を見極め、計画的な改修により、施設の長寿命化と利用者の安全性や利
便性の向上を図っていく。

概要
(目的と内容)

　平成18年度から指定管理制度を導入し、多様
な芸術文化活動の拠点となる施設として、効率
的な管理運営を図りながら、市民サービスの向
上に努める。

財務内容
単位(千円)

令和４年度
（予算）

令和５年度
（見込み）

これまでの
取組状況

（主な取組と
成果）

・指定管理者による効率的な管理運営と保守点検管理及び計画的設備改修等を行
い、利用者の利便性の向上及び安全性を確保した施設の提供している。また、昭和
53年の開館後40年以上を経過していることから、設備の更新や維持補修等を計画的に
実施している。

事業の検証
（課題認識/
今後の方針・
改善点）

・施設・設備等の老朽化が進んでいることや駐車場が狭小なことから、計画的に改修
等を行い、安全性や利便性に配慮した環境の整備が求められている。
・市民の多様な文化活動の成果発表や鑑賞の拠点となる施設であるため、指定管理者
による効率的な管理運営と稼動率の向上に努めていくとともに、施設設置者として緊
急性や重要性を見極め、計画的な改修により、施設の長寿命化と利用者の安全性や利
便性の向上を図っていく。



3

事業名 歴史資料センター管理運営事業 法定／自主 自主

担当部・課 教育委員会文化課 次年度方針 継続

事業費 18,126 24,413

所要一般財源 18,126 24,413

概算人件費 903 903

4

事業名 会津能楽堂管理事業 法定／自主 自主

担当部・課 教育委員会文化課 次年度方針 継続

事業費 784 784

所要一般財源 784 784

概算人件費 76 76

5

事業名 収蔵美術作品管理活用事業 法定／自主 自主

担当部・課 教育委員会文化課 次年度方針 継続

事業費 3,945 3,903

所要一般財源 3,945 3,903

概算人件費 2,256 2,256

概要
(目的と内容)

　歴史資料等の保存・管理をはじめ、郷土の歴
史に関する調査・研究活動の拠点として、歴史
資料センターを管理運営する。

財務内容
単位(千円)

令和４年度
（予算）

令和５年度
（見込み）

これまでの
取組状況

（主な取組と
成果）

　平成23年度から「会津若松市（仮称）歴史資料保管センター」として、歴史資料等
の保存・管理や郷土の歴史に関する調査・研究活動の拠点として事業を開始。平成25
年度に旧会津図書館の利活用方針を策定し、今後の施設の利活用の基本方針を策定し
た。資料展示を行う施設として平成26年度仮オープンし、平成27年度にグランドオー
プンした。令和２年度以降は、ガイドラインに基づき、新型コロナウイルス感染症感
染拡大防止対策を行っている。

事業の検証
（課題認識/
今後の方針・
改善点）

・建築からおよそ50年が経過しており、設備等に不具合が生じている部分があるため
、公共施設マネジメントの考え方を踏まえ、必要な修繕等を行う。・今後もより効率
的な施設の管理運営と、展示解説を行うため、運営の手法等について検討を行う。

概要
(目的と内容)

　平成26年度から指定管理者制度を導入し、能
をはじめとする伝統文化や民俗芸能など幅広い
分野の研修や練習の場として、効率的な管理運
営を図りながら、市民サービスの向上に努め
る。

財務内容
単位(千円)

令和４年度
（予算）

令和５年度
（見込み）

これまでの
取組状況

（主な取組と
成果）

  伝統文化を継承する施設として、指定管理者制度の導入により、効率的な管理運営
を図りながら、伝統文化の後継者育成に向けた運営に努めている。

事業の検証
（課題認識/
今後の方針・
改善点）

・施設の性質上、施設利用者は能楽愛好団体に限られているため、稼動率は伸びな
い。
・指定管理者による効率的な管理運営に努めるほか、伝統文化の研修施設として利用
者の拡大と利用促進に努めていく。

概要
(目的と内容)

　市が収蔵する美術作品を適切に保管・管理す
るとともに、その作品を多くの市民に公開する
機会を設ける。

財務内容
単位(千円)

令和４年度
（予算）

令和５年度
（見込み）

これまでの
取組状況

（主な取組と
成果）

・作品の種別や状態を踏まえ、劣化等が進みやすいものについては専門業者に保管管
理を委託している。その他の作品は文化センター倉庫で保管している。
・収蔵作品の活用状況としては、小学校等を巡回する「ふれあい美術展（平成13年度
～）」、生涯学習総合センターでの「みちくさギャラリー（平成24年度～）」、あい
づまちなかアートプロジェクト事業での展示（平成25年度～）がある。

事業の検証
（課題認識/
今後の方針・
改善点）

・収蔵作品のさらなる活用に向け、収蔵作品の保管のあり方について検討する必要が
ある。
・今後は、公共施設マネジメントの考え方を基本としながら収蔵庫の在り方を検討し
ていくとともに、作品の現状保存と新たな鑑賞方法提供のため、段階的にデジタル化
を進める。



施策３　歴史資源・伝統文化の保存・継承

1

事業名 御薬園整備事業 法定／自主 自主

担当部・課 教育委員会文化課 次年度方針 継続

事業費 9,502 3,334

所要一般財源 2,613 1,671

概算人件費 564 1,053

2

事業名 院内御廟保存整備事業 法定／自主 自主

担当部・課 教育委員会文化課 次年度方針 継続

事業費 3,794 1,448

所要一般財源 0 1,448

概算人件費 452 452

3

事業名 赤井谷地保存整備事業 法定／自主 自主

担当部・課 教育委員会文化課 次年度方針 継続

事業費 2,080 14,641

所要一般財源 2,080 14,641

概算人件費 752 903

概要
(目的と内容)

　国名勝である会津松平氏庭園「御薬園」を、
地域の文化と歴史を物語る貴重な財産として保
存、公開、活用するために、整備基本計画に基
づき、指導会議の意見を踏まえながら保存整備
を実施する。

財務内容
単位(千円)

令和４年度
（予算）

令和５年度
（見込み）

これまでの
取組状況

（主な取組と
成果）

　平成16年度から令和３年度にかけ、心字の池等の池護岸修復を実施した。また、平
成26年度から平成29年度にかけ、東日本大震災により被災した御茶屋御殿の修復を実
施した。

事業の検証
（課題認識/
今後の方針・
改善点）

　平成８年度に作成した整備基本計画に基づき、池護岸の修復が令和３年度に終了し
たが、新たに庭園の重要な構成要素である植栽整備や重陽閣の位置づけが必要となっ
ている。国の補助金を活用し、令和５年度から６年度にかけ新たな保存活用計画の策
定を検討し、植栽整備や重陽閣の計画への位置づけを図る。

概要
(目的と内容)

　史跡会津藩主松平家墓所について、良好な保
存状態を維持しながら、見学者が安全、かつ史
跡の理解を深められるよう環境の整備を進める
。歴史散策会を開催し、地域の歴史・文化に親
しみを持てる機会を創出することで、文化財保
護意識の啓発を図る。

財務内容
単位(千円)

令和４年度
（予算）

令和５年度
（見込み）

これまでの
取組状況

（主な取組と
成果）

　保存整備実施計画に基づき、危険性が高い箇所の修復整備や支障木の伐採等を実施
し、案内板やベンチを設置するなど見学者の利便性を高める施設の整備に努めた。平
成27・29年度に石造物の調査と管理台帳を作成し、令和３年からは石造物の長期保存
に向けたデータ収集のための環境調査を実施している。また、平成21年度から歴史散
策会を開催し、近隣観光施設と連携して市内外の方に院内御廟の歴史、価値、保存の
重要性などの周知を図っている。

事業の検証
（課題認識/
今後の方針・
改善点）

　院内御廟整備基金残高を見据えながら、更なる整備と史跡の保存についての検討や
、新たな保存活用計画の策定を検討する必要がある。今後も史跡の活用と保護のため
の管理を行うとともに、歴史、価値、保存の重要性などの周知を図る。また、これま
で実施している石造物の現況調査及び石造物の長期保存に向けた環境調査のデータを
基に、指導会議で保存整備の方向性について検討を進めていく。

概要
(目的と内容)

　赤井谷地の保全のため、指導会議委員、文化
庁、県教育委員会の指導を受けながら調査を実
施し、保全策について検討するとともに、適正
な管理に努める。

財務内容
単位(千円)

令和４年度
（予算）

令和５年度
（見込み）

これまでの
取組状況

（主な取組と
成果）

　農業基盤整備事業と連携し、農業用水の指定地外への付替えや非農業用地の設定・
公有化を実施し、湿原回復のデータとするため、水環境調査、植生調査を行っている
。
　赤井谷地の幅広い周知のため、観察会を年１回実施している。

事業の検証
（課題認識/
今後の方針・
改善点）

　赤井谷地は貴重な歴史資源であることから、適正な管理に努め、後世への継承と、
赤井谷地保護に対する理解を得るための取組が必要である。
　水環境・植生調査を継続し、谷地の保全に努めるとともに、谷地の乾燥化を防ぐ手
法について検討する。
　観察会などを通して情報発信・公開に取組み、赤井谷地の価値の理解促進に努める
。



4

事業名 御薬園管理運営事業 法定／自主 自主

担当部・課 教育委員会文化課 次年度方針 継続

事業費 20,505 19,210

所要一般財源 20,505 19,210

概算人件費 339 301

5

事業名 文化財保存活用地域計画推進事業 法定／自主 法定

担当部・課 教育委員会文化課 次年度方針 継続

事業費 560 230

所要一般財源 560 230

概算人件費 564 564

6

事業名 文化財整備事業 法定／自主 自主

担当部・課 教育委員会文化課 次年度方針 継続

事業費 12,173 13,048

所要一般財源 10,233 10,976

概算人件費 564 564

概要
(目的と内容)

　御薬園（名勝会津松平氏庭園）の保護・保存
を図るとともに、広く市民や観光客に公開する
。施設の管理運営については、平成18年度より
指定管理者制度を導入している。

財務内容
単位(千円)

令和４年度
（予算）

令和５年度
（見込み）

これまでの
取組状況

（主な取組と
成果）

　平成９年に西側駐車場整備用地を取得し、整備を行った。
　平成18年度より、一般財団法人会津若松観光ビューローが指定管理者となり運営し
ている。
　令和２年度から令和３年度は、新型コロナウイルス感染症感染拡大防止対策を講じ
運営したが、入場者数が大幅に減少した。

事業の検証
（課題認識/
今後の方針・
改善点）

　本市の貴重な文化財として適正な保護・保存に努めながら、広く市民や観光客に公
開するなど、その利活用を図っていく必要がある。
　指定管理者制度の導入により事業の効率化を図っており、引き続き指定管理者に管
理運営を委託していくとともに、策定予定の保存活用計画に沿った文化財庭園の維持
管理を行う。指定管理者と連携し、適切な新型コロナウイルス感染拡大防止対策を継
続しながら、来園者増加に努めていく。

概要
(目的と内容)

　文化財の保存・活用を地域一丸となって進め
るため、基本的なアクション・プランである、
「文化財保存活用地域計画」に基づき、施策等
の進行管理を行う。

財務内容
単位(千円)

令和４年度
（予算）

令和５年度
（見込み）

これまでの
取組状況

（主な取組と
成果）

令和２年度　地域計画策定協議会を設置し、基礎資料となる文化財調査・市民等への
アンケート調査等を実施。
令和３年度　協議会での検討及び策定
令和４年度　文化庁認定。進行管理。

事業の検証
（課題認識/
今後の方針・
改善点）

・少子高齢化や社会状況の変化に伴い、本市の歴史文化の象徴である文化財を含む歴
史資源の消滅や散逸の可能性が高まっている。
・本計画に基づき、地域と一丸となって計画的に本市の文化財の保護・活用を推進す
るとともに、文化財保存活用地域計画協議会による計画の進行管理を行う。

概要
(目的と内容)

　文化財を次世代に継承するために、指定文化
財や埋蔵文化財などについて、特性や環境・状
況に応じた保護・維持管理・環境整備等を行う
。

財務内容
単位(千円)

令和４年度
（予算）

令和５年度
（見込み）

これまでの
取組状況

（主な取組と
成果）

　史跡や指定文化財等において、支障木伐採や除草・清掃などの維持管理、老朽化し
た文化財説明板等の改修を実施している。
　埋蔵文化財を保護するため、開発に伴う試掘調査を実施している。
　文化財に対する保護意識の高揚を図るため、「文化財だより」の発行や、出前講座
を実施している。

事業の検証
（課題認識/
今後の方針・
改善点）

・開発に伴う埋蔵文化財試掘調査の依頼が引き続き増加しており、適切に対応し、埋
蔵文化財を保護する必要がある。地域での文化財の維持管理に係る体制の維持が難し
くなってきてることに加え、文化財施設の老朽化や破損、支障木の増加が報告されて
いることから、それらに計画的に対応していく必要がある。
・発掘調査報告書、「文化財だより」やホームページ、出前講座等により文化財の周
知を図り、市民の文化財保護意識の高揚を図っていく。
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事業名 日新館天文台跡整備事業 法定／自主 自主

担当部・課 教育委員会文化課 次年度方針 継続

事業費 518 21,391

所要一般財源 518 21,391

概算人件費 339 301

8

事業名 文化財調査事業 法定／自主 自主

担当部・課 教育委員会文化課 次年度方針 継続

事業費 126 126

所要一般財源 126 126

概算人件費 151 151

9

事業名 指定文化財保存整備補助事業 法定／自主 自主

担当部・課 教育委員会文化課 次年度方針 継続

事業費 470 1,357

所要一般財源 470 1,357

概算人件費 339 301

概要
(目的と内容)

　市指定史跡「天文台跡」の保存を図るととも
に、市民や観光客が学習できる場となるよう周
辺の整備・活用を進める。

財務内容
単位(千円)

令和４年度
（予算）

令和５年度
（見込み）

これまでの
取組状況

（主な取組と
成果）

　天文台跡の清掃等維持管理や隣接する土地の取得に向け所有者との協議を行うとと
もに、まなべこ歴史文化講座を通じ市民へ天文台跡の歴史や価値の周知に努めた。　
令和２年度には北側隣地を取得した。

事業の検証
（課題認識/
今後の方針・
改善点）

・日本天文遺産に登録され、天文台跡の価値に注目が集まっており、周辺に市民や観
光客が学習できる場として隣地の一部を取得した。
・今後は見学会などで活用するとともに、地域と連携しながら適切な保存を図ってい
く。

概要
(目的と内容)

　会津若松市文化財保護条例に基づき、教育委
員会の諮問に応じ、文化財の保存と活用に関す
る事項について調査審議し、教育委員会に建議
する。

財務内容
単位(千円)

令和４年度
（予算）

令和５年度
（見込み）

これまでの
取組状況

（主な取組と
成果）

　委員による指定文化財の保存と活用に関する調査や、市内に存在する指定候補とな
る文化財等の調査を踏まえ、文化財保護審議会での議論を行い、文化財の指定等につ
いて教育委員会に建議している。

事業の検証
（課題認識/
今後の方針・
改善点）

・地域・個人・団体等の文化財所有者の協力を得ながら、文化財の保護・保存を実施
してきた。今後も文化財所有者の所有権・財産権を尊重しながら、保護・保存に理解
を得られるよう努めていく必要がある。　
・文化財保護審議会委員は、市内の文化財を専門的見地から調査し、指定・保存に値
する文化財であるかを審議しており、文化財の保存に大きく寄与しているため、今後
も継続的に活動していく。

概要
(目的と内容)

　民間所有の指定文化財の保存等に係る国・県
補助対象事業などに対し、「会津若松市文化財
保存事業費補助金交付要綱」に基づき、補助金
を交付する。

財務内容
単位(千円)

令和４年度
（予算）

令和５年度
（見込み）

これまでの
取組状況

（主な取組と
成果）

　国指定重要文化財建造物（延命寺地蔵堂、八葉寺阿弥陀堂、旧滝沢本陣横山家住宅
、旧正宗寺三匝堂）の保存管理事業に対し、補助金を毎年交付するとともに、国・県
・市指定文化財の修理事業に対しても、補助金を交付している。

事業の検証
（課題認識/
今後の方針・
改善点）

・民間所有の指定重要文化財建造物の管理や修理事業に対し、補助金を交付すること
により、文化財が良好な状態で保存されているが、申請額と比較して国・県補助金が
減額されている事例がある。
・引き続き、国県等と連携し、適切な保存につながるよう、補助金を交付していく。
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事業名 神指城跡保存検討会事業 法定／自主 自主

担当部・課 教育委員会文化課 次年度方針 継続

事業費 163 163

所要一般財源 163 163

概算人件費 151 151

11

事業名 埋蔵文化財管理事業 法定／自主 自主

担当部・課 教育委員会文化課 次年度方針 継続

事業費 596 606

所要一般財源 596 606

概算人件費 228 228

12

事業名 高野地区農地整備発掘調査事業 法定／自主 自主

担当部・課 教育委員会文化課 次年度方針 継続

事業費 56,871 45,860

所要一般財源 3,558 2,809

概算人件費 10,528 10,528

概要
(目的と内容)

　神指城跡の今後の保存や整備と活用の方法な
どについて、有識者で構成する検討会において
検討する。

財務内容
単位(千円)

令和４年度
（予算）

令和５年度
（見込み）

これまでの
取組状況

（主な取組と
成果）

　平成29年度以降、５回の保存検討会を開催し、今後の保存や整備、活用の方法等の
検討を行ってきた。
　また、地元説明会を開催し意見聴取を行うとともに、その意見について保存検討会
において検討を行っている。

事業の検証
（課題認識/
今後の方針・
改善点）

・引き続き、地元説明会を開催し、遺構の重要性や史跡指定の手順、整備方針を説明
し意識醸成を図るとともに、地元住民の意向を確認しながら検討を進める。

概要
(目的と内容)

　発掘調査で出土した遺物や民俗資料などの文
化財について、適切な管理を行う。

財務内容
単位(千円)

令和４年度
（予算）

令和５年度
（見込み）

これまでの
取組状況

（主な取組と
成果）

　これまでは埋蔵文化財管理センター、追手町埋蔵文化財収蔵庫、河東農協倉庫に分
割して保管していたが、平成27年度に河東農協倉庫、埋蔵文化財管理センターでの保
管を止め河東文化財管理室（旧河東第一幼稚園）に民俗品、追手町埋蔵文化財収蔵庫
に埋蔵文化財出土品を集約した。

事業の検証
（課題認識/
今後の方針・
改善点）

・埋蔵文化財出土品と民俗品をそれぞれ集約して収蔵し、管理・活用している。また
今年度から大規模な発掘調査が相次ぎ、出土品等の文化財が増加することから、新た
な収蔵施設の確保が必要である。　
・郷土の文化遺産である埋蔵文化財出土品や民俗品を保存し、市民に公開できるよう
適切に管理している。また新たな収蔵施設について検討を行う。

概要
(目的と内容)

　高野地区で計画されている農地整備計画区域
内に、埋蔵文化財包蔵地が存在するため、事前
に発掘調査を実施し記録として保存する。

財務内容
単位(千円)

令和４年度
（予算）

令和５年度
（見込み）

これまでの
取組状況

（主な取組と
成果）

　高野地区で計画されている農地整備計画区域内に、埋蔵文化財包蔵地が存在するた
め、事前に発掘調査を実施し記録として保存してきた。

事業の検証
（課題認識/
今後の方針・
改善点）

・埋蔵文化財は、その地域特有の財産であり、地域の魅力を発信するための貴重な資
源であることから、適切に保護し後世に継承する必要がある。
・埋蔵文化財の調査は法令に基づき実施する事業であり、今後も保存と記録に取り組
むとともに、調査成果および出土品の公開、情報発信に努めていく。
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事業名 会津若松市庁舎整備発掘調査事業 法定／自主 自主

担当部・課 教育委員会文化課 次年度方針 継続

事業費 95,179 8,759

所要一般財源 0 0

概算人件費 6,016 2,407

　令和４年度に本庁舎敷地内及び謹教小学校跡地東側の発掘調査を実施した。

14

事業名 城前団地発掘調査事業 法定／自主 自主

担当部・課 教育委員会文化課 次年度方針 継続

事業費 0 0

所要一般財源 0 0

概算人件費 151 151

15

事業名 本田地区農地整備試掘調査事業 法定／自主 自主

担当部・課 教育委員会文化課 次年度方針 終了

事業費 16,514 0

所要一般財源 0 0

概算人件費 2,256 0

概要
(目的と内容)

　埋蔵文化財包蔵地である若松城郭内武家屋敷
跡において、市役所本庁舎の建て替え工事が予
定されているため、開発に先立ち遺跡の記録保
存のための発掘調査を実施する。

財務内容
単位(千円)

令和４年度
（予算）

令和５年度
（見込み）

これまでの
取組状況

（主な取組と
成果）

事業の検証
（課題認識/
今後の方針・
改善点）

・謹教小学校跡地の東側については、令和４年度内に試掘調査を実施し、詳細な調査
方法を検討・協議する。
・令和５年度は、謹教小学校北側に整備予定の雁木通路部分の他、道路の拡幅部分等
の調査について関係課と協議を続けながら、引き続き対応を検討する。

概要
(目的と内容)

　城前団地建て替えが計画されている区域内に
埋蔵文化財包蔵地（若松城郭内武家屋敷跡）が
存在することから、工事により遺跡が消滅する
箇所を事前に発掘調査し、記録として保存する
。

財務内容
単位(千円)

令和４年度
（予算）

令和５年度
（見込み）

これまでの
取組状況

（主な取組と
成果）

　平成25年度に第１工区1,300㎡、平成28年度に第２工区960㎡、平成30年度に第３工
区935㎡の発掘調査を実施し、記録として保存した。令和元年度は第４、第５工区
1,790㎡の調査を実施した。

事業の検証
（課題認識/
今後の方針・
改善点）

・発掘調査の実施にあたっては、再検討後の城前団地整備計画のスケジュールを踏ま
え、適切に対応して行く必要がある。
・令和２年度から令和４年度の間は、団地の整備計画の再検討に伴い発掘調査を実施
しなかった。令和６年度は1,360㎡の発掘調査を行う予定であり、令和５年度は調査方
法等について協議を行う。今後も建て替えのスケジュールに併せて工事前に発掘調査
を実施し、記録として保存する。

概要
(目的と内容)

　北会津町本田地区において計画されている農
地整備範囲に、一盃館跡、掘込遺跡（仮称）が
存在するため、事前に試掘調査を実施し、正確
な遺跡状況等を把握し、開発者と保存協議を行
うための資料を作成する。

財務内容
単位(千円)

令和４年度
（予算）

令和５年度
（見込み）

これまでの
取組状況

（主な取組と
成果）

　農地整備計画範囲に存する遺跡の範囲・内容を把握し、開発者である地元土地改良
区、県農林事務所と保存協議を実施するための資料を作成した。

事業の検証
（課題認識/
今後の方針・
改善点）

・掘込遺跡（仮称）は、奈良・平安時代の土器が散布していることから、試掘調査に
より正確な範囲を把握する。
・試掘調査の結果を踏まえて、事業者と保存協議を実施し、遺跡の保存が不可能な場
合は、発掘調査を実施する。
・令和４年度終了予定。



16

事業名 法定／自主 自主

担当部・課 教育委員会文化課 次年度方針 継続

事業費 0 38,833

所要一般財源 0 0

概算人件費 151 8,047

17

事業名 都市計画道路藤室鍛治屋敷線（県道）発掘調査事業 法定／自主 自主

担当部・課 教育委員会文化課 次年度方針 新規

事業費 0 51,967

所要一般財源 0 0

概算人件費 0 4,512

―

―

18

事業名 平沢地区農地整備試掘調査事業 法定／自主 自主

担当部・課 教育委員会文化課 次年度方針 新規

事業費 0 49,994

所要一般財源 0 24,997

概算人件費 0 4,512

―

―

都市計画道路藤室鍛冶屋敷線発掘調査事業

概要
(目的と内容)

　市道藤室鍛冶屋敷線の拡幅工事が計画されて
いる区域内に埋蔵文化財包蔵地（若松城郭内武
家屋敷跡）が存在することから、工事により遺
跡が消滅する箇所を事前に発掘調査し、記録と
して保存する。

財務内容
単位(千円)

令和４年度
（予算）

令和５年度
（見込み）

これまでの
取組状況

（主な取組と
成果）

　平成27年度に636㎡、平成29年度に620㎡、平成30年度に80㎡の発掘調査を実施し、
各年度に報告書を作成した。

事業の検証
（課題認識/
今後の方針・
改善点）

・土地の買収状況と工事スケジュールとの兼ね合いを調整しながら調査を実施する必
要がある。通行者及び車両の交通量の多い場所での調査であることから、安全に配慮
した調査が必要である。
・令和５年度は1,360㎡の発掘調査を行う。調査範囲とスケジュールについては調査依
頼先のまちづくり整備課と調整をしながら調査を実施し、調査時は適宜、安全対策に
ついて検討していく。

概要
(目的と内容)

　都市計画道路藤室鍛治屋敷線の県道改良工事
範囲が、江戸時代の武家屋敷跡であるため、事
前に発掘調査を実施し記録として保存する。

財務内容
単位(千円)

令和４年度
（予算）

令和５年度
（見込み）

これまでの
取組状況

（主な取組と
成果）

事業の検証
（課題認識/
今後の方針・
改善点）

概要
(目的と内容)

　平沢地区で計画されている農地整備範囲に埋
蔵文化財が存在するため、事前に試掘調査を実
施し、正確な遺跡の範囲、遺構面の深さ、遺構
・遺物の状況等、具体的な内容を把握し、開発
者と保存協議を行うための資料を作成する。

財務内容
単位(千円)

令和４年度
（予算）

令和５年度
（見込み）

これまでの
取組状況

（主な取組と
成果）

事業の検証
（課題認識/
今後の方針・
改善点）
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