
令和４年度行政評価　施策評価票

主管部局・課

政策分野９．社会参画
目指す姿

たくさんの市民が、地域の課題解決や活性化に向けた活動に参画する活力のあるまち

施策

施策番号
名称

施策の内容

施策１

市民活動・協働の推進

施策２

高齢者等の活躍の促進

施策３

障がいのある人の活躍の場の創出

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

ＮＰＯ・ボランティアと市の協働事業数 事業 「ＮＰＯ・ボランティアとの協働に関する調査」（県調査）の結果

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 70 73 76
85

実績 46 - -

2

人 登録者数

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 140 155 170
215

実績 113 - -

3

人

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 14 15 16
20

実績 8 - -

企画政策部 企画調整課
協働・男女参画室

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

関連するSDGs17のゴール

　地域の魅力づくりや課題解決に向けて、NPO・ボランティア等が活躍できる機会を創出して
いきます。また、多様な主体と行政が、相互に尊重しながら、ともに考え、活動し、実践し
ていくための取組を推進します。

　多様な社会経験を持つ人が、自らの知識・経験・能力を活かし、就労やボランティア活動
等を通して、地域社会に参画し活躍できる場や機会を提供するなど、積極的な社会参画を促
進します。

　障がいのある人が、それぞれ個性を発揮しながら、就学や就労、社会への参画などの自己
実現ができる環境づくりを推進します。

新型コロナウイルス感染症の影響により実施を見合
わせた事業があり大幅な減となったが、今後も市民
協働推進指針に基づき協働を推進していく。

高齢者ボランティア登録者（65歳以上）数

新型コロナウイルス感染症の影響もあり、登録者数
が伸びず目標を下回った。周知や啓発など登録者の
増加に向けた取組を進めていく。

障がい福祉サービス事業所利用者
一般就労人数

障がい福祉サービス事業所利用者
一般就労人数

新型コロナウイルス感染症に伴う雇用情勢の悪
化のため、目標を下回った。



２　施策の評価
施策１ 市民活動・協働の推進

取組状況

今年度の
重点方針
（方向性）

地域の魅力づくりや課題解決に向けて、ＮＰＯ・ボランティア等が活躍できる機会を創出し
ていく。また、多様な主体と行政が、相互に尊重しながら、ともに考え、活動し、実践して
いくための取組を推進する。

【１】市民活動への参加・参画の機運づくり
　「提案型協働事業」や「市民協働アイディア募集事業」により、各種団体等との「協働」
を実践してきた。

【２】市民活動活性化に向けた仕組みの構築
　市民活動団体を対象とした研修会の開催や相談窓口の設置、「市民活動団体支援事業」な
どにより、市民活動の活性化に取り組んできた。

【３】多様な主体が連携、交流できるネットワークの拡大
　ＮＰＯ相互の情報共有や連携、ＮＰＯの活動の継続や活性化を支える中間支援機能の構築
を目指す市内のＮＰＯ法人のネットワークの活動を側面から支援した。

【４】市民協働への理解促進
　「提案型協働事業」の実践や、これまでの協働事業の取組についての報告会や団体の活動
紹介などを通して、「市民協働推進指針」の考え方の普及・啓発や市民協働への理解促進を
図ってきた。

課題認識と
今後の方針
・改善点

【１】市民活動への参加・参画の機運づくり
　市民の市民活動へのさらなる参加・参画を促すため、「提案型協働事業（市民提案型・行
政提案型）」などを着実に実施することで、市民活動への参加・参画の機運を高めていく。

【２】市民活動活性化に向けた仕組みの構築
　市民活動団体の実態を把握し効果的に支援していくため、「市民活動団体支援事業」を実
施するとともに、市民活動団体の実態や課題、求める支援内容を把握し、今後の市民活動の
拠点となる機能の整備に生かすための「市民活動団体調査」を実施する。　
　また、ボランティアをする側と受け入れる側とをＩＣＴを活用して効率的につなげる仕組
みづくりにも取り組んでいく。

【３】多様な主体が連携、交流できるネットワークの拡大
　市民活動団体相互が活動目的や内容、課題等を共有することができるよう、交流会等を開
催するなど、市民活動団体の連携・交流を支援していく。

【４】市民協働への理解促進
　市民の市政や市民活動への参加・参画の機運を高めるため、「市民協働推進指針」に基づ
き、市民活動団体と行政による市民協働の実績を積み重ね、その成果を市ホームページや報
告会の開催等により広く周知していくとともに、庁内全所属に配置している市民協働推進員
を対象にした研修会の開催などに取り組んでいく。



施策２ 高齢者等の活躍の促進

取組状況

今年度の重
点方針

（方向性）

　多様な社会経験を持つ人が、自らの知識・経験・能力を活かし、就労やボランティア活動
等を通して、地域社会に参画し活躍できる場や機会を提供するなど、積極的な社会参画を促
進します。

【１】高齢者の生きがいづくり
・「あいづわくわく学園」の改編や「ゆめ寺子屋事業」の実施、老人クラブへの支援などを
行い、高齢者の生きがいづくり及び地域リーダーの育成を図った。

【２】高齢者の社会参加・参画の促進
・地域住民がともに支え合う体制づくりのため、地域支援ネットワークボランティア事業等
に取り組み、高齢者のボランティアへの参加を支援した。
・令和３年度に毎年贈呈の敬老祝金と敬老記念品を見直し、地域活動を通じて高齢者の社会
参加の促進・介護予防の推進を図ることを目的とした「つながりづくりポイント事業」へ再
構築した。

【３】高齢者の就労支援
・シルバー人材センターへの運営費の補助を行い、豊富な社会経験を持つ高齢者が、能力を
発揮できる就労の場や地域のために活躍できる機会の拡充に努めた。また、平成28年度より
シルバー人材センターが、介護予防・日常生活支援総合事業として介護予防訪問事業に取り
組んでいる。

課題認識と
今後の方針
・改善点

【１】高齢者の生きがいづくり
・高齢者が元気で、住み慣れた地域で暮らすことができるよう、高齢者の役割づくりや生き
がいづくりへの支援を一層充実する必要がある。また、「あいづわくわく学園」や「ゆめ寺
子屋」の受講者が減少傾向にあることから、事業の効果的な周知方法や高齢者のニーズ等の
変化に対応した事業内容の充実に向けた検証と改善を継続する。

【２】高齢者の社会参加・参画の促進
・地域支援ネットワークボランティア事業、地域サロン活動支援事業等を通じて、地域福祉
活動を担う高齢者を増やしていく必要がある。そのため、これらの事業のさらなる周知を関
係団体と連携しながら実施していく。
・人生100年時代を迎える中で、社会の変化に合わせた敬老事業のあり方が求められており、
地域毎の特色を生かした各地区敬老会の拡充を推し進め、市民・団体参加型の実行委員会に
よる開催等を通じて、高齢者福祉に対する理解関心を促していく。
・つながりづくりポイント事業を活用し、地域活動を通じて、高齢者の社会参加の促進・介
護予防の推進を図る。
・新型コロナウイルス感染症の影響により活動が制限されたことで、休止・解散となる老人
クラブもあり、新型コロナウイルス感染症を踏まえた支援のあり方を検討していく。

【３】高齢者の就労支援
・シルバー人材センターの会員数は増加傾向にあり、また、高齢者の知識や経験を社会に生
かす一助になっていることから、引き続き運営費の補助や情報提供等により支援を継続する
。



施策３ 障がいのある人の活躍の場の創出

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

14-1 高齢者の雇用支援 観光商工部商工課

10-1 農福連携事業 農政部・農政課

14-1 障がい者の雇用支援（会津地区障害者雇用連絡協議会負担金） 観光商工部・商工課

41-2 職員採用 総務部・人事課

41-2 障がい者就労支援事業 総務部・人事課

４　施策の最終評価

今年度の重
点方針

（方向性）

■障がいのある人が、それぞれ個性を発揮しながら、就学や就労、社会への参画などの
自己実現できる環境づくりを推進します。

【１】障がいのある人の社会参加・参画の促進
・令和３年６月から余暇活動支援センター「ふらっと」を移転し、障がいのある人の余
暇活動の充実や社会参加の促進に努めてきた。
・障がい者団体等活動費補助金要綱を策定し、団体の活動を支援している。

【２】障がいのある人の雇用・就業の促進
・平成24年度から障がい者理解及び一般就労の促進を図るため、市においてワークシェ
アリング事業を実施した。
・平成25年４月に施行された障害者優先調達推進法により、毎年度障がい者就労施設等
からの物品等の調達方針を定め、推進を図ってきた。
・新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、余暇活動支援センター及びワーク
シェアリング事業とも感染対策を講じたうえで実施している。

課題認識と
今後の方針
・改善点

【１】障がいのある人の社会参加・参画の促進
・余暇活動支援事業については、参加者やイベントの実施内容等の固定化がみられてお
り、余暇活動へのニーズ等を把握しながら、スポーツや文化団体等との連携を進めるな
ど、事業の効果的なあり方を検討していく。
・障がい者団体への補助金については、障がい者団体の地域における活動促進と活性化
を図るため、助成団体の申請数の増加を目的に、分かりやすい周知方法の検討や、補助
金活用事業の好事例をホームページ等で紹介するなど、自発的活動や市民交流活動によ
る利用促進に取り組む。

【２】障がいのある人の雇用・就業の促進
・市内の障がい者雇用状況は年々上昇し、令和元年度は県内平均雇用率を超える実績と
なったが、法定雇用率は満たしていない状況にあるため、引き続き雇用促進に向けた周
知活動等に取り組む。
・障がいのある人の雇用・就業促進のため、市商工課や農政課、商工会議所、農業関係
団体などと連携し企業の掘り起こしを進め、企業・農家と障がいのある人のマッチング
を進める。また、障がいのある人の雇用を促進するため、市障がい者活躍推進計画に基
づき、市役所における就業のあり方等について検討していく。
・新庁舎における売店設置にあたり、地域自立支援協議会や障がい者就労支援促進会議
と連携し、運営方法等について継続して協議していく。　

・政策分野９「社会参画」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「市民活動・協働の推進」については、今後の市民活動の拠点の機能について検討していく。
・施策２「高齢者等の活躍の促進」については、ボランティアや高齢者の社会参加のあり方について、つ
ながりづくりポイント事業の活用等による推進のほか、地域コミュニティを活かした仕組みについて検討
していく必要がある。
・施策３「障がいのある人の活躍の場の創出」については、障がいのある方の余暇活動や社会参加の支援
に向けての関係団体と連携したマッチングや、ワークシェアリングの推進、新庁舎への売店設置の検討等
による活躍の場の創出に取り組む。



５　事務事業一覧

番号 事務事業名 担当部・課

施策１　市民活動・協働の推進

1 ◎ 17.17 継続 企画政策部　協働・男女参画室

2 ◎ 17.17 継続 企画政策部　協働・男女参画室

3 ◎ 17.17 継続 企画政策部　協働・男女参画室

4 ◎ 17.17 継続 企画政策部　協働・男女参画室

施策２　高齢者等の活躍の促進

1 ◎ 17.17 地域支援ネットワークボランティア事業 継続 健康福祉部　高齢福祉課

2 ◎ 17.17 つながりづくりポイント事業 継続 健康福祉部　高齢福祉課

3 ◎ 17.17 敬老事業 継続 健康福祉部　高齢福祉課

4 17.17 あいづわくわく学園事業 継続 健康福祉部　高齢福祉課

5 17.17 ゆめ寺子屋事業 継続 健康福祉部　高齢福祉課

6 17.17 高齢者能力活用事業（シルバー人材センター補助金） 継続 健康福祉部　高齢福祉課

7 17.17 単位老人クラブ補助事業 継続 健康福祉部　高齢福祉課

8 17.17 老人クラブ連合会補助事業 継続 健康福祉部　高齢福祉課

9 17.17 ふれあいセンター事業 継続 健康福祉部　高齢福祉課

10 17.17 継続 健康福祉部　高齢福祉課

11 17.17 高齢者情報利活用促進事業 新規 健康福祉部　高齢福祉課

施策３　障がいのある人の活躍の場の創出

1 10.2 継続 健康福祉部　障がい者支援課

2 ◎ 10.2 余暇活動支援事業 継続 健康福祉部　障がい者支援課

3 10.2 自発的活動支援事業 継続 健康福祉部　障がい者支援課

4 10.2 地域活動支援センター事業 継続 健康福祉部　障がい者支援課

5 10.2 農福連携推進事業 継続 健康福祉部　障がい者支援課

6 ◎ 10.2 障がい者ワークシェアリング事業 継続 健康福祉部　障がい者支援課

7 10.2 会津若松市障がい者雇用優良事業所顕彰事業 継続 健康福祉部　障がい者支援課

8 10.2 ノーマライズ交流館パオパオ管理運営費 継続 健康福祉部　障がい者支援課

9 10.2 障がい者就労支援施設等からの優先調達 継続 健康福祉部　障がい者支援課

重点
事業

人口減
少対策
※

SDGs
ターゲ
ット

次年度
方針

市民協働推進事業（市民活動への参加・参画の機運づくり）

市民協働推進事業（市民活動活性化に向けた仕組みの構築）

市民協働推進事業（多様な主体が連携、交流できるネットワークの拡大）

市民協働推進事業（市民協働への理解促進）

人生100年時代づくり・地域創生ソフト事業補助金

自立支援給付(就労支援)

※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　市民活動・協働の推進

1

事業名 法定／自主 自主

担当部・課 企画政策部　協働・男女参画室 次年度方針 継続

事業費 1,576 1,566

所要一般財源 1,576 1,566

概算人件費 2,820 2,820

2

事業名 法定／自主 自主

担当部・課 企画政策部　協働・男女参画室 次年度方針 継続

事業費 1,032 4,062

所要一般財源 1,032 4,062

概算人件費 3,121 3,008

3

事業名 法定／自主 自主

担当部・課 企画政策部　協働・男女参画室 次年度方針 継続

事業費 12 -

所要一般財源 12 -

概算人件費 455 207

市民協働推進事業（市民活動への参加・参画の機運づくり）

概要
(目的と内容)

　地域の魅力づくりや課題解決へ市民が参加・
参画する機運を醸成するため、市民協働の実践
事業である「提案型協働事業」に取り組む。

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26年度に「行政提案型協働モデル事業」を開始し、実践の場の創出を図った。
令和２年度には、事業効果を上げることを目指し「行政提案型協働事業」に名称を変
更し、令和３年度には、市民活動団体が認識する公共的課題に取り組めるよう「市民
提案型協働事業」を加え、「提案型協働事業」とした。令和３年度までに累計26の「
提案型協働事業」を実施したほか、「市民協働アイディア募集事業」の実施などによ
り、協働への理解促進と地域の魅力づくりや課題解決を実現してきた。

事業の検証
（課題認識/
今後の方針・

改善点）

　少子高齢化や地域コミュニティの変容など、私たちを取り巻く環境の変化に伴い、
市民の「公共」に対するニーズも多様化・複雑化しており、市民活動団体や行政が単
独で解決することが困難な地域課題が増えている。
　こうした地域課題の解決には、市民の市民活動へのさらなる参加・参画が必要であ
ることから、「提案型協働事業（市民提案型・行政提案型）」などを着実に実施する
ことで、市民活動への参加・参画の機運を高めていく。

市民協働推進事業（市民活動活性化に向けた仕組みの構築）

概要
(目的と内容)

　協働の担い手である市民活動団体の活動の活
性化を図るため、市民活動団体の実態やニーズ
を把握するとともに、市民活動団体支援事業に
取り組む。

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28年度に「市民協働アイディア募集事業」で応募があった「市民活動・ソーシ
ャルベンチャー相談窓口」を平成29年度から４年間設置した。令和２年度には、「行
政提案型協働事業」で、「市民活動中間支援機能強化事業（市民活動団体の相談への
対応・伴走支援・ホームページ作成と運営）」を実施し、中間支援の有効性と必要性
を確認できたことから、令和３年度から「市民活動団体支援事業」を実施しており、
地域の魅力づくりや課題解決に取り組む市民活動団体の活性化につながっている。

事業の検証
（課題認識/
今後の方針・

改善点）

　市民活動団体の活動の活性化には、市民活動団体の実態やニーズを把握し効果的に
支援していくことが必要であるため、市民活動団体支援事業を実施するとともに、市
民活動団体の実態や課題、求める支援内容を把握し、今後の市民活動の拠点となる機
能の整備にも生かすため、「市民活動団体調査」を実施する。　
　また、ボランティアをする側と受け入れる側とをＩＣＴを活用して効率的につなげ
る仕組みづくりにも取り組んでいく。

市民協働推進事業（多様な主体が連携、交流できるネットワークの拡大）

概要
(目的と内容)

　市民活動団体やＮＰＯ法人、企業等の多様な
主体の連携、交流を図るため、きっかけとなる
場の創出に取り組む。
※令和５年度は、「市民活動団体支援事業」内
で実施予定のため、事業費等はなし。

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）

　ＮＰＯ相互の情報共有や連携、ＮＰＯの活動の継続や活性化を支える中間支援機能
の構築を目指す市内のＮＰＯ法人のネットワークの活動を側面から支援した。

事業の検証
（課題認識/
今後の方針・

改善点）

　市民活動団体やＮＰＯ法人、企業等の多様な主体の連携、交流を図るためには、そ
れぞれの活動目的や内容、課題等を共有することが必要であることから、交流会等を
開催するなど、多様な主体の連携、交流を図るためのきっかけとなる場の創出に取り
組んでいく。
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事業名 法定／自主 自主

担当部・課 企画政策部　協働・男女参画室 次年度方針 継続

事業費 20 20

所要一般財源 20 20

概算人件費 188 188

施策２　高齢者等の活躍の促進

1

事業名 地域支援ネットワークボランティア事業 法定／自主 自主

担当部・課 健康福祉部・高齢福祉課 次年度方針 継続

事業費 318 355

所要一般財源 318 355

概算人件費 3,610 3,610

2

事業名 つながりづくりポイント事業 法定／自主 自主

担当部・課 健康福祉部・高齢福祉課 次年度方針 継続

事業費 41,486 46,586

所要一般財源 41,486 46,586

概算人件費 3,610 3,610

市民協働推進事業（市民協働への理解促進）

概要
(目的と内容)

　市民協働への理解促進のため、「市民協働推
進指針」に基づき、市民活動団体と行政による
市民協働の実績を積み重ね、その成果を市ホー
ムページ等で広く周知していくとともに、庁内
職員の意識啓発を図る。

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）

　「市民協働推進指針」の策定、「市民協働Ｑ＆Ａ（市職員向け）」及び「市との協
働に向けた手引き（市民公益活動団体向け）」の作成や「提案型協働事業」の実践、
これまでの協働事業の取組についての報告会や団体の活動紹介、庁内職員を対象とし
た研修会の開催などにより、市民協働への理解が進みつつある。

事業の検証
（課題認識/
今後の方針・

改善点）

　市民協働への理解促進のためには、市民の市政や市民活動への参加・参画の機運の
醸成、機会の拡大が必要であることから、「市民協働推進指針」に基づき、市民活動
団体と行政による市民協働の実績を積み重ね、その成果を市ホームページ等により広
く周知していくとともに、庁内全所属に配置している市民協働推進員を対象にした研
修会の開催などに取り組んでいく。

概要
(目的と内容)

　地域支援ネットワークボランティアに登録し
た協力員により、一人暮らし高齢者や高齢者の
み世帯等に対する軽易な内容の支援や高齢者福
祉施設等でのイベント協力等を行う。

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）

　一人暮らしの高齢者や高齢者のみ世帯等で支援が必要な方に対し、ごみ出しや電球
交換等の簡単な支援を行ってきた。ボランティア活動を通して、高齢者の社会参画を
促進し、高齢者の生きがいづくりの機会を設けることにより、ボランティア自身の介
護予防や高齢者を支えるための地域資源の活用に繋がっている。
　ボランティアによる支援や、活動をとおした介護予防と地域資源の活用の更なる拡
充のため、令和３年度よりつながりづくりポイント事業の参加団体に登録している。

事業の検証
（課題認識/
今後の方針・

改善点）

　社会福祉協議会と連携を図りながら、ボランティア活動に関心のある人が参加する
事業(社会福祉協議会「ボランティア学園」等)の受講生へ、本事業の周知をすること
により、登録者の増加を図る。
　ボランティア活動を通した介護予防とボランティアの支援による地域資源の更なる
拡充のため、つながりづくりポイント事業と連携を図っていく。

概要
(目的と内容)

　市民の地域活動参加と、高齢者の社会参加の
促進や健康寿命の延伸を図るため、中学生以上
が行うボランティア活動や高齢者が行う介護予
防等のための活動などの実績に基づきポイント
を付与し、集めたポイント数に応じて、協力店
で使用できる利用券を交付する。

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）

　令和３年度より事業開始。老人クラブや地域サロンなどの団体に制度を周知し、参
加団体の登録を促進するとともに、10月より活動に対するポイント付与を開始した。
　温泉や理容・美容組合等の協力を得ながら、利用券を使用することができる協力店
の登録を進め、店頭でののぼりやステッカー掲出による事業の周知も行った。
　令和３年度においては、市政だより等による事業の周知に加え、「お得先どり券」
を75歳以上の高齢者に配布した。

事業の検証
（課題認識/
今後の方針・

改善点）

　令和３年度の事業効果として、事業の全体像の周知が図られた一方で、さらなる認
知度の向上や、申請手続の煩雑さの改善や協力店の拡大などが課題となった。
　より多くの市民が、事業を活用して地域活動や介護予防活動に参加できるよう、取
組の検証を行いながら、広報紙やチラシ等を活用して事業の認知度向上を図るととも
に、制度の充実や協力店の拡大など事業の魅力向上を図っていく。
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事業名 敬老事業 法定／自主 自主

担当部・課 健康福祉部・高齢福祉課 次年度方針 継続

事業費 21,952 25,485

所要一般財源 21,952 25,485

概算人件費 5,840 5,840

4

事業名 あいづわくわく学園事業 法定／自主 自主

担当部・課 健康福祉部・高齢福祉課 次年度方針 継続

事業費 140 140

所要一般財源 140 140

概算人件費 4,693 4,693

5

事業名 ゆめ寺子屋事業 法定／自主 自主

担当部・課 健康福祉部・高齢福祉課 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 632 632

概要
(目的と内容)

　高齢者を敬愛し、長寿を祝いながら市民の高
齢者に対する関心と理解を深めるため、各種敬
老事業を実施する。
①敬老祝金の贈呈　②敬老会等の開催　③100歳
賀寿事業　④老人の日・老人週間児童作文募集

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３年度４月１日敬老祝金条例改正により、贈呈対象者は88才の誕生日を迎える
ものとし、誕生月初日時点で市内に６か月以上住所を有することを要件とした。贈呈
額は10,000円。
　百歳賀寿については、100才の誕生日を迎えたものを対象に、祝状並びに祝金50,000
円を贈呈。

事業の検証
（課題認識/
今後の方針・

改善点）

　誰もが安全・安心に自分らしく地域で暮らせる社会を目指し、高齢者の地域社会活
動への参加や交流の機会のひとつとなるよう、より身近な地域で、幅広い世代の方と
ふれ合えるような敬老会等の敬老事業の各地区実施を推進する。
　また、新しい生活様式のもとでも実施可能な敬老事業のひとつとして、各種メディ
アの活用を進める。

概要
(目的と内容)

　高齢者自らが意欲的に仲間づくりの輪を広げ
、健康と生きがいの目標を見い出し、今日及び
明日への活力へ繋ぐことができるような機会を
提供する。さらには、地域社会におけるリーダ
ーとして活躍できる人材の育成を目指す。

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）

　高齢者自らが意欲的に仲間づくりの輪を広げ、健康と生きがいの目標を見い出し、
今日及び明日への活力へ繋ぐことができるような機会を提供し、さらには、地域社会
におけるリーダーとして活躍できる人材を育成してきた。
　令和３年度は、新型コロナウイルス感染症の影響により、半年遅れで開講した。そ
のため新入生の受け入れを中止したものの、在学生については、それぞれ進級や卒業
を迎えることができた。

事業の検証
（課題認識/
今後の方針・

改善点）

　つながりづくりポイント事業との連携や、地域社会に参画し活躍できる場や機会を
提供するなど、地域の担い手としての人材育成を目指しながら、受講生の意欲に添っ
た事業運営となるよう、運営委員会での協議や、受講生アンケートなどの機会を捉え
、検討を重ねていく。
　市民ニーズが変化しているなかで、共催団体である会津若松市社会福祉協議会とと
もに、事業のあり方について模索していく。

概要
(目的と内容)

　高齢者が豊かな高齢期を実現するため、高齢
者の生活に密着した幅広い教養講座及びスポー
ツレクリェーション等の健康講座を開設すると
ともに、ボランティア活動の実践を通して、心
身の健康保持・増進、生きがいづくり、さらに
は社会参加活動の促進等を図る。

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）

　高齢者の心身の健康保持、生きがいづくり、更には、社会参加の促進等を図り、豊
かな高齢期を実現してきた。
　文化センターを拠点に、月２回程度の講座を実施しているが、新型コロナウイルス
感染症の影響により、令和２年度は休講（特別講座を２回実施）、令和３年度は12月
より開講し、計１回実施。

事業の検証
（課題認識/
今後の方針・

改善点）

　高齢者のライフスタイルの多様化に伴い、講座内容に求められるものも変化が見込
まれることから、受講生を対象としたアンケート等の実施によりニーズの把握に努め
るとともに、つながりづくりポイント事業と連携し、高齢者の心身の健康保持や生き
がいづくり、地域活動参加・社会参加の促進等を図る。また、新しい生活様式のもと
で事業を継続するため、実施手法等の見直しを検討する。
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事業名 高齢者能力活用事業（シルバー人材センター補助金） 法定／自主 自主

担当部・課 健康福祉部・高齢福祉課 次年度方針 継続

事業費 9,613 9,613

所要一般財源 9,613 9,613

概算人件費 53 53

7

事業名 単位老人クラブ補助事業 法定／自主 自主

担当部・課 健康福祉部・高齢福祉課 次年度方針 継続

事業費 2,124 2,124

所要一般財源 1,180 1,180

概算人件費 361 452

8

事業名 老人クラブ連合会補助事業 法定／自主 自主

担当部・課 健康福祉部・高齢福祉課 次年度方針 継続

事業費 2,927 2,927

所要一般財源 2,766 2,766

概算人件費 361 452

概要
(目的と内容)

　高齢者の就労促進及び就労機会を確保すると
ともに、健康の保持増進、生きがいづくりに資
するため、シルバー人材センターに対し必要な
支援を行う。

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）

　補助金の交付を通じ、高齢者の就労支援と長年培った豊かな知識や経験を生かして
、地域における各種社会活動への積極的な参加や就労の場、地域のために活躍できる
機会の充実を支援した。

事業の検証
（課題認識/
今後の方針・

改善点）

　経営の安定化を促すため、シルバー人材センターが行う介護予防訪問事業をはじめ
とした様々な取組を支援していく。
　また、高齢者の生きがいづくりや社会参加の促進と活力ある地域社会の構築に資す
る団体としての役割だけでなく、地域包括ケアシステムにおける高齢者生活支援事業
を担う事業主体としての役割を進めるための検討を行っていく。

概要
(目的と内容)

　奉仕・友愛・健康など様々な活動を展開する
各単位老人クラブに対し、運営費の補助を行う
。

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）

　単位老人クラブの活動に対し、補助金を交付し、地域での活動を支援してきた。
　平成24年から26年にかけて、高齢者の生きがいづくりや地域コミュニティでの中心
的役割を期待されている単位老人クラブの活性化や組織強化と会員の確保等に向けた
取組をNPO団体に事業を委託し実施した。

事業の検証
（課題認識/
今後の方針・

改善点）

　単位老人クラブは、地域社会の相互交流やボランティア団体としても重要な組織で
あり、高齢者の社会参加、生きがいづくり対策としての役割が期待されている。また
、地域における介護予防事業なども実施していることから、新型コロナウイルス感染
症の影響等も加味した支援のあり方や、団体数や加入者数増加の方策を検討する。

概要
(目的と内容)

　単位老人クラブ相互の親睦と交流や、高齢者
福祉の増進及び社会参加活動の促進を図るため
、会津若松市老人クラブ連合会に対し補助金を
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）

　老人クラブ連合会に対して補助金を交付し、老人クラブの活動促進に資する各種活
動や、健康づくり・介護予防に資する各種事業の支援を行った。

事業の検証
（課題認識/
今後の方針・

改善点）

　単位老人クラブは、地域社会の相互交流やボランティア団体の機能も持ち、高齢者
の社会参加、生きがいづくり対策としての役割が期待されている。その相互交流の組
織である老人クラブ連合会は高齢者福祉のさらなる増進を図る上で重要である。その
ため、持続可能な組織の実現に向け、事務局機能強化の検討を関係団体と協議しなが
ら行っていく。
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事業名 ふれあいセンター事業 法定／自主 自主

担当部・課 健康福祉部・高齢福祉課 次年度方針 継続

事業費 3,863 3,863

所要一般財源 3,863 3,863

概算人件費 188 188

10

事業名 法定／自主 自主

担当部・課 健康福祉部・高齢福祉課 次年度方針 継続

事業費 3,000 3,000

所要一般財源 0 0

概算人件費 188 188

11

事業名 高齢者情報利活用促進事業 法定／自主 自主

担当部・課 健康福祉部・高齢福祉課 次年度方針 新規

事業費 0 4,290

所要一般財源 0 4,290

概算人件費 903 903

－

－

概要
(目的と内容)

　高齢者が趣味や娯楽活動、園芸活動を通して
、地域の人々との交流や世代間交流を図るなど
、高齢者の生きがいづくりや健康づくり、さら
には認知症及び介護予防につながる活動や各種
講座等を、天神ふれあいセンター及び園芸ふれ
あいセンターにおいて開催する。

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）

　天神ふれあいセンターにおける指定管理者の工夫による様々な事業の実施や、河東
園芸ふれあいセンターにおける「認知症カフェ」の定期的開所などによる地域交流の
促進、更には介護予防につながる活動のほか、高齢者の外出支援や居場所づくりにも
一定の成果をあげている。

事業の検証
（課題認識/
今後の方針・

改善点）

　高齢者の外出支援や居場所づくり、社会参加の機会の拡充のため、今後も更なる活
用に向けた検討を継続する。一方、施設の老朽化に伴う修繕コストの増大が懸念され
ることから、天神ふれあいセンターにおいては、指定管理者との協議のもと適切な施
設マネジメントによる新たな事業展開も含めた検討を継続する。河東園芸ふれあいセ
ンターにおいては、隣接している高齢者福祉施設との連携や地域の保育園児との交流
を図りながら、より活発な利活用を図るため、受託者との協議、検討を継続する。

人生100年時代づくり・地域創生ソフト事業補助金

概要
(目的と内容)

　健やかな地域社会づくりを推進するため、公
益財団法人地域社会振興財団が定める地域医療
等振興事業費交付金交付事業実施規程に基づく
人生100年時代づくり・地域創生ソフト事業を行
う団体に対し、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）

　地域サロンや町内会活動で使用する物品の購入等を補助することにより、活動が円
滑に行われ、地域コミュニティの活性化と地域における健康維持推進を図ることがで
きた。

事業の検証
（課題認識/
今後の方針・

改善点）

　高齢者に対する事業のみでなく幅広い世代の活動にも活用できることから、地域コ
ミュニティが主体となって行う、活力があるとともに健やかな地域社会づくり活動の
推進が図られるよう、町内会や地域サロン等に事業を周知していく。

概要
(目的と内容)

　高齢者向けの多様な情報の随時配信と、高齢
者のメール情報等の利活用スキル向上支援及び
つながりづくりポイント事業との連携により、
高齢者の社会参加の促進と安心安全なくらしの
維持を目指す。

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３　障がいのある人の活躍の場の創出

1

事業名 自立支援給付（就労系事業） 法定／自主 法定

担当部・課 健康福祉部障がい者支援課 次年度方針 継続

事業費 559,178 600,078

所要一般財源 139,795 150,020

概算人件費 3,046 3,046

2

事業名 余暇活動支援事業 法定／自主 法定

担当部・課 健康福祉部障がい者支援課 次年度方針 継続

事業費 4,950 4,950

所要一般財源 1,238 1,238

概算人件費 361 361

3

事業名 自発的活動支援事業 法定／自主 自主

担当部・課 健康福祉部障がい者支援課 次年度方針

事業費 590 590

所要一般財源 215 215

概算人件費 274 274

概要
(目的と内容)

　障害者総合支援法に基づき、障がい者が自
立した日常生活又は社会生活を営むことがで
きるよう、日中時間帯において通所による一
般就労などを見据えた訓練を行う。
※就労継続支援Ａ、就労継続支援Ｂ、
　就労移行、就労定着

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年度に、就労継続支援Ａ型の事業所が、平成30年度に、就労定着支援の
事業所が市内に開所され、全ての就労系サービスの提供体制が整った。
・就労継続支援を中心に、毎年利用者が増加しており、障がいのある方々の社会
参加の促進に寄与している。

事業の検証
（課題認識/
今後の方針・

改善点）

・障がいのある人の社会参加の促進に向け、事業者等と連携しながら的確なアセ
スメントを行い、本人が希望する就労や生活能力にあったサービス等につなげる
必要がある。
・地域自立支援協議会等を利用し、研修や一般就労の促進に向けた企業実習の実施、
障がい理解促進のためのイベントの開催、参加など、様々な取組を総合的に推進して
いく。

概要
(目的と内容)

　障がい者及び障がい児に対し、イベント等
の余暇活動を提供し、社会参加の促進を図る
とともに、交流や活動の集いの場として「余
暇活動支援センター　ふらっと」を運営す
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）

・月・木曜日を除く正午から５時まで開設し、毎月２回のイベントを開催。
・令和３年度　野口青春通りから大町二丁目に移転。
・令和４年度　利用者等の安全確保のため110番非常通報装置の利用開始
・コロナ感染症の影響によるイベントの中止などもあり、利用者数は伸び悩んで
いる。

事業の検証
（課題認識/
今後の方針・

改善点）

・悩みを抱えたり支援が困難な方も利用しており、適切な機関へのつなぎや相談
支援が必要。
・今後も、障がいのある人が気軽に立ち寄ることができ、社会参加につながる場
所としての事業を実施するとともに、利用者に必要な支援が届くよう相談窓口等
と連携をしていく。

概要
(目的と内容)

　共生社会の実現を図るため、自発的な取り
組みを行う障がい者団体等の活動事業補助、
公共施設の利用支援や県障がい者スポーツ協
会事業負担を行う。

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）

・平成28年度に市の団体等活動費補助金要綱を策定し、自発的な活動を行う障が
い者団体等に対し、事業費補助を開始した。
・社会参加の促進と障がい者スポーツの普及のため、県障がい者スポーツ協会へ
負担金による支援を継続してきた。
・市公共施設利用料減免等により、団体の活動を支援してきた。

事業の検証
（課題認識/
今後の方針・

改善点）

・障がい者等の自発的活動支援事業について、補助金申請団体数は伸び悩んでい
る一方、新たに市民との交流事業に取り組む団体もあり、今後も本制度について
関係団体へ周知を継続する。
・公共施設利用時の介助者減免について、対象施設の拡充が求められており、対
象施設との協議を継続する。
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事業名 地域活動支援センター事業 法定／自主 法定

担当部・課 健康福祉部障がい者支援課 次年度方針 継続

事業費 9,837 9,837

所要一般財源 2,459 2,459

概算人件費 226 226

5

事業名 農福連携推進事業 法定／自主 自主

担当部・課 健康福祉部障がい者支援課 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 380 380

6

事業名 法定／自主 自主

担当部・課 健康福祉部障がい者支援課 次年度方針 継続

事業費 1,125 1,125

所要一般財源 1,125 1,125

概算人件費 642 642

概要
(目的と内容)

　病院や施設等からの地域生活移行者や自立
支援給付事業の日中活動系サービスでは対応
困難な人に対して、日中の活動場所や生産活
動の機会を提供し、ニーズに即した他サービ
スの紹介や社会との交流促進等を行う。

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）

・平成18年当時の障害者自立支援法の施行により、障がい者小規模作業所からの
移行事業として地域活動支援センター事業が創設された。
・現在は市内１箇所、市外２箇所と地域活動支援センター委託契約を締結。
・病院から退院した障がい者や障がいサービス利用中断者などの居場所づくりと
しての機能を果たしている。

事業の検証
（課題認識/
今後の方針・

改善点）

・精神科病院や障がい者支援施設からの地域移行に際し、地域での活動の第一歩目
としての役割を担う事業である。
・当該事業の有効活用や適切なサービス提供のため、相談支援事業所等との更な
る共通認識を図る必要があり、事業説明等を実施していく。

概要
(目的と内容)

　障がい福祉サービス事業所と農家（生産者）の
マッチングの機会を創出し、障がいのある人の就
労の場を開拓・確保する。

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）

・農政課による障がい福祉サービス事業所の伝統野菜栽培の支援や県授産振興事業協
会との協議に加え、全農福島県本部と情報共有を図り、具体的な事業立案の検討を行っ
てきた。
・障がい者就労支援促進会議において農家での職場体験を実施し、報告会を開催し、成
果を共有した。

事業の検証
（課題認識/
今後の方針・

改善点）

・体験受入農家が限られていることから、受入農家の拡大や障がい理解促進のための取
組の推進が必要である。
・これまでの取組を踏まえ、農家や障がい福祉サービス事業所の課題やニーズの把握に
取り組む。

障がい者ワークシェアリング事業

概要
(目的と内容)

　障がい者が従事可能な実務について、障が
い者に就労体験をしてもらい、その対価とし
て謝礼を獲得することにより、就労意欲や一
般就労への意識を喚起する。

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）

・庁内における障がい者理解が進んだとともに事業に参加した障がい者の一般就
労を促進した。
・さらに、一般職員の業務をワークシェアリングで実施することにより、人件費
の削減が図られた。

事業の検証
（課題認識/
今後の方針・

改善点）

・庁内においては本事業により障がい理解が進んでいるものの、実施するメ
ニューや依頼する課が固定化しやすい状況にある。
・参加しやすい実施方法やメニュー等の検討を行いながら、参加者と業務がマッ
チングできるように庁内関係課と連携を図っていく。
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事業名 会津若松市障がい者雇用優良事業所顕彰事業 法定／自主 自主

担当部・課 健康福祉部障がい者支援課 次年度方針 継続

事業費 223 223

所要一般財源 223 223

概算人件費 376 376

8

事業名 ノーマライズ交流館パオパオ管理運営費 法定／自主 自主

担当部・課 健康福祉部障がい者支援課 次年度方針 継続

事業費 11,960 11,960

所要一般財源 11,960 11,960

概算人件費 940 940

9

事業名 障がい者就労支援施設等からの優先調達 法定／自主 法定

担当部・課 健康福祉部障がい者支援課 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 452 452

概要
(目的と内容)

　障がい者雇用に積極的に取り組み、雇用環
境を整えるなど社会意識の高い事業所を表彰
し、その取組を広く市民へ広報・啓発するこ
とで、障がい者の一般就労の場の確保につな
げる。

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22年度の事業開始から12年間で19事業者を表彰している。
・本市における法定雇用率は、令和３年度2.19％であり前年度比で増加している
が、法定雇用率の達成には至っていない。。
・障がい者雇用に対する企業の関心が高まっている。

事業の検証
（課題認識/
今後の方針・

改善点）

・法定雇用率の引き上げや精神に障がいのある人の雇用義務化など、障がい者雇
用に対する社会的な要請は高まっている。
・市全体の法定雇用率2.3％達成のために、関係機関及び庁内関係課とさらなる協
議を進め、応募資格要件の見直しなどにより、事業の在り方を検討していく。

概要
(目的と内容)

　地域交流を基調とし、広くノーマライゼー
ション（共生社会）の理念を普及することを
目的に設置した障がい者福祉施設であり、関
係団体や市民が施設を有効に利用できるよう
、施設の貸館業務や維持管理業務等を行う。

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）

・平成９年に施設を整備し、障がい者（児）の作業・療育の場、交流の場として関係団体が
利用してきた。平成22年７月市障がい者支援センター「カムカム」を開設し、障がい福祉
サービスの中心的な役割を担っている。
・現在は、児童ディサービス施設、障がい者支援センターとして利用のほか、令和4年7
月会津権利擁護・成年後見センターが利用を開始し、交流スペースは福祉団体等への
貸出を行い、障がい者の支援活動を行っている。

事業の検証
（課題認識/
今後の方針・

改善点）

・関係団体による障がい者支援、交流の場として有効に利用されており、適切な
施設の貸館業務に努める。
・施設のあり方については、立地条件等を踏まえながら有効活用の視点から検討
を進める。
・施設を安全に利用できるよう、適切な管理や修繕を行う必要がある。

概要
(目的と内容)

　平成25年４月施行の法律に基づき、優先的
に障がい者就労施設等から物品等を調達する
ために、毎年「障がい者就労施設等からの物
品等の調達方針」を策定・公表するととも
に、当該年度の終了後に、調達の実績を公表
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）

・予算説明会や契約事務説明会等で庁内に向けて周知・啓発を進めている。
・開始以降、毎年物品及び役務共に調達額は増加しており、就労施設を利用する
障がい者の工賃や就労意欲の向上を図ることができた。
・令和２年度実績値　物品　32万（６件）  役務　1,477万円（２１件）　
・令和３年度実績値　物品　38万（６件）　役務　1,700万円（２４件）

事業の検証
（課題認識/
今後の方針・

改善点）

・令和３年度も除草業務等の増加により、前年度を上回る実績となっているが、
提供できる物品と購入希望の物品の不一致という課題がある。
・ニーズと供給の不一致を解消するため、今後も障がい者就労施設等側に対して
、市等で需要のある物品・役務について情報提供をしていく。
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