
令和４年度行政評価　施策評価票

主管部局・課 観光商工部観光課

目指す姿

歴史や文化に誇りを持ち、地域の魅力を楽しみ、伝えながら、おもてなしの心で来訪者を迎えるまち

施策

施策番号
名称

施策の内容

施策１

地域資源を活用した観光振興

施策２

施策３

広域観光・インバウンドの推進

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

観光客入込数（年間） 千人

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 3,886 3,909 3,931
4,000

実績 830

2

市内宿泊施設の外国人宿泊者数（年間） 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 26,500 28,600 30,700
36,900

実績 788

3

教育旅行県外来訪校数（年間） 校

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 767 786 798
820

実績 888

政策目標２　強みを活かすしごとづくり/政策４　地域の個性を活かした賑わいと魅力の創出

政策分野15　観光

関連するSDGs17のゴール

鶴ケ城、飯盛山をはじめとした史跡名勝などの歴史的・文化的資源や猪苗代湖に代表さ
れる自然資源、さらには、温泉地やまちなか観光などの様々な地域資源を活用しなが
ら、「会津まつり」に代表されるまつりやイベントなど、あらゆる機会を捉えて観光を
振興し、地域の活性化に結び付けていきます。

誘客宣伝の推進と受入体制の整
備

　テレビやラジオ、ホームページやSNS（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）な
ど、様々な媒体を活用した観光情報の発信を行うとともにキャラバンや物産展など関係
機関等と連携した効果的なプロモーションの実施、フィルムコミッションの推進による
本市知名度の向上、さらには、教育旅行やコンベンション誘致などの各種施策の展開に
より、誘客宣伝を推進します。また、観光案内機能等の充実を図りながら、地域全体で
おもてなしの向上を図るために市民参加、市民意識の高揚に努め、その推進を担う組織
の強化に取り組みます。

　会津17市町村が一体となって「仏都会津」を主要テーマとした広域観光を推進し、周
遊型の観光誘客を図ります。
　また、外国人の誘客を推進するため、海外向け観光プロモーションの展開や、ICTを活
用した情報発信、多言語表記等により外国人受入体制の充実を図ります。特に、東京オ
リンピック・パラリンピックの開催を契機とし、これらの取組を推進します。

観光客の年間入込数（1～12月）

新型コロナウイルス感染症の影響により、目
標に対し21.4％となった。

東山・芦ノ牧温泉、市内旅館ホテルの宿泊者数
（1～12月）

新型コロナウイルス感染症の影響により、目
標に対し2.0％となった。

県外から教育旅行で訪れた学校数（4～3月）

栃木県や茨城県などからの来訪が増加するな
どにより、目標に対し115.8％となった。



２　施策の評価

施策１ 地域資源を活用した観光振興

取組状況

今年度の
重点方針
（方向性）

　鶴ヶ城、飯盛山をはじめとした史跡名勝などの歴史的・文化的資源や猪苗代湖に代表
される自然資源、さらには温泉地やまちなか観光などの様々な地域資源を活用しながら
、「会津まつり」に代表されるまつりやイベントなど、あらゆる機会を捉えて観光を振
興し、新型コロナウイルス感染症の影響により落ち込んだ観光産業の回復に努めるとと
もに、地域の活性化に結び付けていく。

【１】歴史的文化的な資源・資産の活用
・史跡若松城跡総合整備計画等に沿った整備・改修や天守閣内の展示リニューアル等を
推進し、鶴ヶ城の魅力と価値の向上を図るなど、歴史的・文化的資源を観光資源として
活用し、観光誘客を図ってきた。

【２】自然資源等の活用
・崎川浜を遊泳場として開設するとともに、来訪者の利便性の向上を図るため湊四浜に
便益施設を整備するなど、安全性の確保や環境美化、適切な維持管理に努め、本市を代
表する自然資源を観光資源として活用し、観光誘客を図ってきた。

【３】温泉地域の活性化
・温泉街の魅力向上や観光誘客、震災と新型コロナウイルス感染症の影響からの宿泊者
数回復に向けた東山・芦ノ牧両温泉街の取組を支援するなど、滞在型観光推進の核とな
る温泉地域の活性化を図ってきた。
・温泉関係者とともに「温泉地域活性化検討会」を設置し、温泉街の目指すべき方向性
や姿などを取りまとめた「温泉景観創造ビジョン」を策定し、アクションプランの策定
に向けた取組を行っている。
・温泉を基点として地域の食や文化などを連携させた「ONSEN・ガストロノミーウォーキ
ング」を開催し、温泉のさらなる魅力向上と活性化につなげてきた。

【４】賑わいの創出
・会津まつり協会への支援を通して、会津まつりをはじめとするまつりやイベント等に
よるまちの賑わい創出に努めてきた。
・蒲生氏郷公ゆかりの「會津十楽」の開催を支援し、歴史、文化を活用した本市の魅力
向上に努めてきた。

【５】ホタル祭りの開催
・会津若松の知名度を活用し、北会津地域の独自性「ホタルの里北会津」をＰＲした。
・住民協賛金、・企業協賛金、さらにに加え、返礼品付のイベント協賛金等のしくみを
立ち上げた、また、ホタル市の出店料の見直しなど、自主財源の確保に努めた。
・住民参加を通して地域の活性化を図りながら、実行委員会が地域に根ざした組織とな
るよう区長会やＪＡ地域団体の加入を図った。
・令和2年度に引き続き令和3年度も新型コロナウイルス感染拡大防止のため、祭りは中
止となったものの「ホタルの森公園」の草刈りなどの会場整備を行い、来場者がホタル
を鑑賞観賞しやすくなるよう努めた。

【６】ふるさとイベント事業（かわひがし皆鶴姫まつり）
・平成19年度に、合併前から続く「ふるさと盆踊り大会」と「会津かわひがしふれ愛市
」が「皆鶴まつり」として一本化され、平成22年度には会場を「広田西公園」に変更し
、名称も「かわひがし皆鶴まつり」とされた。
・皆鶴姫にまつわるまつりであることを広く浸透させるため、平成30年度に「かわひが
し皆鶴姫まつり」として名称変更された。
・令和2・3年度は、新型コロナウイルス感染防止のため皆鶴姫墓前祭のみ実施。

【７】魅力ある町づくり推進事業（広田駅前ライトアップ・イルミネーション、八日市
）
・平成11年12月　広田駅前ライトアップ・イルミネーション実施
・平成18年～　　広田駅前ライトアップ、八日市
・令和2・3年度  新型コロナウイルス感染拡大防止のためライトアップ・イルミネーシ
ョンのみ実施。



課題認識と
今後の方針
・改善点

【１】歴史的・文化的な資源・資産の活用
　史跡若松城跡総合整備計画等に基づいた整備を推進するとともに、鶴ヶ城の保全と保
存、磨き上げに取り組み、これらを観光資源として有効活用し、観光誘客を図っていく
。
・特に、令和４年度に実施する天守閣展示リニューアルにおいて、お城からまちなかへ
の誘導を図る展示内容としていることから、まちなか観光の推進の充実を図るとともに
、史跡内での新たなアクティビティの創出や積極的な情報発信等により、本市観光のシ
ンボルである鶴ヶ城を基点とした観光誘客を図っていく。

【２】自然資源等の活用
・湊四浜については、今後も地元住民の協力を得て、連携を密にしながら、便益施設や
浜の清掃などに取り組み、環境の保全とともに観光資源として有効活用していく。
・遊泳場の安全利用や湖畔利用ルールについて、関係機関と連携しながら周知徹底を強
化するとともに、遊泳場の安全対策を継続していく。
・本市を代表する自然資源である湊四浜を、新たにサスティナブルツーリズムの推進の
中心に位置づけ、保全とともに、観光資源として有効活用を図るため、民間活力による
利活用促進に向けた支援制度等の創設を検討していく。

【３】温泉地域の活性化
・コロナ禍により旅行形態の変化への対応や、今後のインバウンド回復などを見据え、
イベントの開催等を通し、温泉街の集客力向上を図っていく。
・東山・芦ノ牧両温泉街においては、老朽化した空き旅館等が顕在化しており、温泉街
の魅力を損ねる最大の要因となっていることから、今後は、策定予定のアクションプラ
ンに取り組むことにより、滞在型観光推進や観光消費額向上のための拠点機能としての
重要な役割を担う温泉地域の魅力向上を図るため、官民が連携して温泉街の景観の修景
に取り組んでいく。

【４】賑わいの創出
・国内外の観光客の回復を見込み、感染状況を見極めながら、状況に応じた開催内容に
ついて検討していくとともに、閑散期における観光誘客につながるよう、イベント内容
の磨き上げと、より効果的な情報発信に努めていく。
・特に、会津まつりについては、従来の事業運営や推進体制などを検証し、より効果的
・効率的な運営となるよう努めていく。

【５】ホタル祭りにおける住民協働の推進
・運営参画者が高齢化しているため、地域の祭りを自らが担う住民を増やしていく取り
組みが必要である。
・地域の活性化を図るため、住民協働と事業内容見直しを更に進めながら、事業内容の
更なる充実に向けて取り組んでいく必要がある。
・地域の自然資源であるホタルをＰＲすることで、水環境の美化・保全に対する意識高
揚を図る。
・住民手作りの祭りに、ボランティアの協力者を増やすことで地域コミュニティーの活
性化を図る。
・イベント等に、地場産品を景品として提供するなど、「ホタルの里北会津」の魅力を
発信、住民との協働の取組を更に進める。
・今後も円滑な事業継続のため、協賛金等、さらなる自主財源の確保を検討する。
・新型コロナウィルス感染拡大防止策として、市の「新型コロナウイルス感染拡大防止
ガイドライン」等を踏まえ、祭りの開催内容や運営方針を検討していく。　

【６】ふるさとイベント事業（かわひがし皆鶴姫まつり）
・河東地域の「皆鶴姫」伝説を継承する催しであり、多くの市民が参加し賑わいづくり
やふるさとの良さを再認識できる事業として地域に定着している。あいづ商工会を事務
局とする実行委員会において適宜内容の見直しを行っており、市からも様々な助言を行
いながら、継続実施に向けて支援を行っていく。 
・本補助金は、河東地域ふるさと創生基金充当事業であり、令和5年度以降に基金残高の
払底を見込んでおり、事業継続に向け、今後の財源について検討していく。

【７】魅力ある町づくり推進事業（広田駅前ライトアップ・イルミネーション、八日市
）
・「広田駅前ライトアップ・イルミネーション」は地域の賑わいを創出する冬の恒例イ
ベントとして、また、期間中に併せて開催している「かわひがし八日市」は正月の縁起
物を地元で手軽に購入できる「市」として、それぞれ地元に定着していることから、地
域活性化のため今後も継続して支援をしていく。



施策２ 誘客宣伝の推進と受入体制の整備

取組状況

今年度の重
点方針

（方向性）

新型コロナウイルス感染症の影響により落ち込んだ観光産業の回復に向け、観光地域づくり
法人（DMO）である会津若松観光ビューロー（以下、ビューローという。）と連携しながら、
様々な媒体を活用した観光情報の発信をはじめ、JR南東北重点販売事業を活用したプロモー
ションの実施やフィルムコミッションの推進による本市知名度の向上など、効果的な誘客宣
伝を推進する。また、教育旅行やワ―ケーションなどの各種施策の展開、さらには、観光案
内機能等の充実を図りながら、地域全体でおもてなしの向上を図るために市民参加、市民意
識の高揚に努め、受入環境の強化に取り組む。

【１】観光情報発信と誘客活動の推進
・ビューローや関係機関と連携し、HP「会津若松観光ナビ」をはじめとした各種情報発信や
機会を捉えてのキャラバン等により観光物産プロモーションを展開した。
・フィルムコミッションとして映画やテレビ番組等のロケ支援を行い、作品を通して本市の
魅力を全国に発信し、観光誘客を図った。
【２】教育旅行誘致の推進
・県の緊急雇用創出基金事業を活用するとともに、ビューローと連携し、情報発信・提供と
、新たな学びのコンテンツの造成、来訪校データの調査・分析などに取り組んだ。
【３】コンベンションの誘致
・ビューローへの支援を通して、学会や学術会議、各種大会などのコンベンションの誘致を
図った。
【４】観光案内機能と便益施設の充実
・観光ボランティアガイドによる観光案内を実施するとともに、インバウンドへの対応をは
かるため多言語パンフレットを作成し、案内機能を充実した。
・鶴ヶ城南口公衆トイレをはじめとした各観光施設のトイレや駐車場等を整備し、観光客の
利便性の向上を図った。
【５】観光客受入に関わる人材の育成と市民意識の高揚
・「おもてなし」の先導的役割を担うボランティアガイドの養成講座を開催し、人材育成に
努めるとともに、全市民を対象としたおもてなし向上講座を開催し、市民意識の高揚を図っ
た。
【６】観光推進組織との連携
・ビューローと事業の方向性を共有し、地域の観光事業者とともに設立した会津DMO会議など
を通じて、定期的な情報交換を行うなど、連携を強化してきた。
・ビューローの事業推進体制の強化を図るため、国の地域活性化起業人制度を活用して人材
育成を支援した。

課題認識と
今後の方針
・改善点

【１】観光情報発信と誘客活動の推進
・ビューローや関係機関と連携し、観光消費額増加のため着地型旅行商品を造成するととも
に、観光需要の平準化を図るためワーケーションを推進する。
・各種情報の収集・分析に基づき、ターゲットを定めた戦略的な情報発信を行う。
【２】教育旅行誘致の推進
・ビューローの取組と連携を強化し、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて減少した常
連校の回復と新規校の定着を図るため、積極的な誘致活動や新たな体験型コンテンツの創出
に取り組む。
【３】コンベンションの誘致
・ビューローや近隣都市と連携し、ICT関連分野をはじめとした本市の強みを活かしながらコ
ンベンションやアフターコンベンションの誘致を図る。また、新しい働き方である「ワ―ケ
ーション」の需要が高まっていることから、企業研修や企業視察等を新たな市場と捉え、受
入体制の整備に取り組む。
【４】観光案内機能と便益施設の充実
・これまで整備してきた観光案内施設や便益施設を適切に維持するとともに、トレンドワー
ド分析に基づきパンフレットの種類を変更するなど、案内機能のさらなる充実に努める。
【５】観光客受入に関わる人材の育成と市民意識の高揚
・これまで実施してきた市民総ガイド運動実行委員会や、withコロナ、アフターコロナへの
取組により人材育成を図る。
・様々な機会を捉え、市民や事業者などに幅広く観光振興の取組や状況を伝えていくことで
、さらなる市民意識の高揚を図る。
【６】観光推進組織との連携
・新型コロナウイルス感染症の影響により落ち込んだ観光産業の早期回復を図るため、ビュ
ーローと連携しながら、様々な媒体を活用した観光情報の発信やプロモーションを実施し、
観光需要の平準化と観光消費額の増加を図る。特に、鶴ヶ城天守閣のリニューアルオープン
を契機に、「サムライシティ」をコンセプトとした新たな事業を構築し、観光誘客の拡大を
図る。



施策３ 広域観光・インバウンドの推進

取組状況

今年度の重
点方針

（方向性）

・広域観光の推進については、会津17市町村が一体となって、「極上の会津」を主要テ
ーマとした広域観光を推進し、滞在型の観光誘客を図ることで、観光産業の回復に努め
る。
・インバウンドの推進については、新型コロナウィルスの感染状況を見極めながら、外
国人の誘客を推進するため、国のガイドラインの活用をはかりつつ、海外向け観光プロ
モーションの展開や、ＩＣＴを活用した情報発信、多言語表記等により外国人受入体制
の充実を図る。

【１】広域観光の推進
・「極上の会津プロジェクト協議会」を中心に、魅力ある観光資源を有する会津17市町村と
連携して、情報拡散力の高い若年層や消費購買力の高い女性層をターゲットとして設定し、
ウェブサイトや動画を活用した効果的なプロモーションや、早朝・夜間における体験コンテ
ンツの開発等による新たな魅力の創出、さらには、ストーリー性のあるルートを構築し域内
の周遊性を高めていくなど、滞在型観光の推進に取り組んできた。
・新型コロナウイルス感染症の影響による観光ニーズの多様化に対応するため、近距離の旅
行スタイルである「マイクロツーリズム」に向けた体験型コンテンツの磨き上げやモニター
ツアーによる検証に取り組んできた。
・新潟市や佐渡市、日光市等の隣県の自治体をはじめ、交通事業者などと連携し、県域を越
えた官民の広域連携により、魅力ある広域観光周遊ルートの構築やプロモーション取り組む
ことで、滞在型観光の推進に努めてきた。

【２】インバウンドの推進
・アフターコロナを見据え、関係機関等との連携により、ターゲット国（台湾、タイ、欧米
豪）ごとの感染状況等を見極めながら、それぞれの状況に応じたプロモショーンや受入体制
の整備、情報発信などに継続して実施してきた。
・外国人誘客においては広域的な周遊ルートの構築が重要であることから、県域を越えた広
域連携においてもターゲットを共通化しながら、プロモーションやコンテンツの開発など、
戦略的なインバウンド対策に取り組んできた。
・海外への情報発信については、「ＶＩＳＩＴ　ＡＩＺＵ（多言語観光サイト）」の充実や
ＳＮＳなどの活用により、本市の魅力を広く発信してきた。

課題認識と
今後の方針
・改善点

【１】広域観光の推進
・新型コロナウイルス感染症拡大に伴い旅行者の動向が変化しつつあることから、情報
発信において、ウェブサイトにおけるトレンドワード解析等を活用し、旅行者のニーズ
や時季に合った旅の提案など、より訴求力の高いプロモーション活動を行っていく。
・滞在型観光の推進には、会津17市町村が持つ地域資源を組み合わせた周遊型の観光ル
ートの提案や域内の二次交通の利便性向上が重要であることから、JR只見線の全線再開
を契機とした効果的な情報発信やビューポイントなど沿線の魅力ある観光資源の組合せ
、間伐材を活用したアロマブレンド体験などのサスティナブルな観光コンテンツの創出
などに取り組んでいく。
・withコロナにおいては、遠距離のみならず近距離での旅行スタイルであるマイクロツー
リズムへのニーズが高まっていることから、新潟市や佐渡市、日光市等の隣県の自治体
や交通事業者などとの広域連携により魅力ある観光周遊ルートを構築していくとともに
、自治体間における相互誘客を推進していく。

【２】インバウンドの推進
・インバウンドの再開に向けては、観光関係者はもとより地域住民の理解が不可欠であ
ることから、国の「外国人観光客の受入れ対応に関するガイドライン」の内容や各国の
感染状況等について、市ホームページ等で広く周知するとともに、観光関係者に対して
は理解促進や情報共有に向けたセミナー等の開催に取り組んでいく。
・その上で、アフターコロナを見据え、ターゲット国（台湾・タイ・欧米豪）ごとに、
プロモーション事業や誘客促進事業、SNSなどによる情報発信など各国の状況に応じた事
業の実施に取り組むとともに、ターゲット国内での直接的な事業の実施などにより、早
期のインバウンド回復に努めていく。
・海外への情報発信については、多言語観光サイト「ＳＡＭＵＲＡＩＣＩＴＹ　ＡＩＺ
Ｕ」に一元化し、アフターコロナにおける来訪意欲につながるよう、外国人旅行者の目
線に合わせたコンテンツ等により、戦略的な情報発信に努めていく。



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

10-4 グリーンツーリズム支援事業 農政部農政課
16-2 中心市街地活性化事業 観光商工部商工課
23-1 ホタル生息地保全事業 企画政策部北会津支所まちづくり推進課

４　施策の最終評価

・政策分野15「観光」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「地域資源を活かした観光振興」については、引き続き、鶴ヶ城の保全と保存、磨き上げに取り
組むとともに、本市を代表する自然資源である湊四浜を観光資源として有効活用を図る。また、温泉地域
の魅力向上を図るため、景観の修景に取り組むとともに、会津まつりなどのイベント内容の磨き上げを行
い、観光誘客につなげていく。
・施策２「誘客宣伝の推進と受入体制の整備」については、会津若松観光ビューローと連携し、ターゲッ
トを定めた戦略的な情報発信を行うとともに、観光需要の平準化を図るためのワーケーション推進や教育
旅行の積極的な誘致に取り組む。
・施策３「広域観光・インバウンドの推進」については、変化する旅行者の動向に応じたプロモーション
活動を行うとともに、サスティナブルな観光コンテンツの創出などに取り組んでいく。



５　事務事業一覧

番号 事務事業名 担当部・課

施策１　地域資源を活用した観光振興

1 柱２ 8.9 会津まつり協会負担金 継続 観光商工部　観光課

2 柱２ 8.9 史跡若松城跡総合整備事業（観光施設事業特別会計） 継続 観光商工部　観光課

3 柱２ 8.9 観光施設指定管理運営事業（観光施設事業特別会計） 継続 観光商工部　観光課

4 柱２ 8.9 若松城天守閣等管理運営事業（観光施設事業特別会計） 継続 観光商工部　観光課

5 柱２ 8.9 史跡若松城跡ライトアップ事業（観光施設事業特別会計） 継続 観光商工部　観光課

6 柱２ 8.9 鶴ヶ城体験事業（観光施設事業特別会計） 継続 観光商工部　観光課

7 柱２ 8.9 鶴ヶ城誘客促進事業（観光施設事業特別会計） 継続 観光商工部　観光課

8 柱２ 8.9 近世会津と南蛮文化事業 継続 観光商工部　観光課

9 柱２ 8.9 冬季観光誘客促進事業（観光施設事業特別会計） 継続 観光商工部　観光課

10 柱２ 8.9 温泉地域活性化推進事業 継続 観光商工部　観光課

11 柱２ 8.9 継続 観光商工部　観光課

12 柱２ 8.9 温泉街景観対策事業 新規 観光商工部　観光課

13 柱２ 8.9 継続 観光商工部　観光課

14 柱２ 8.9 湊四浜環境整備事業 継続 観光商工部　観光課

15 柱２ 8.9 湊四浜サスティナブルツーリズム推進事業 新規 観光商工部　観光課

16 柱２ 8.9 まちなか観光推進事業 継続 観光商工部　観光課

17 柱２ 8.9 ホタル祭り実行委員会負担金 継続 北会津支所　まちづくり推進課

18 柱２ 8.9 ふるさとイベント事業補助金 継続 企画政策部　河東支所まちづくり推進課

19 柱２ 8.9 魅力ある町づくり推進事業補助金 継続 企画政策部　河東支所まちづくり推進課

施策２　誘客宣伝の推進と受入体制の整備

1 柱２ 8.9 （一財）会津若松観光ビューロー補助金 継続 観光商工部　観光課

2 柱２ 8.9 教育旅行誘致対策事業 継続 観光商工部　観光課

3 柱２ 8.9 市民総ガイド運動事業 継続 観光商工部　観光課

4 柱２ 8.9 便益施設整備事業 継続 観光商工部　観光課

5 柱２ 8.9 観光管理運営費事業 継続 観光商工部　観光課

6 柱２ 8.9 フィルムコミッション事業 継続 観光商工部　観光課

7 柱２ 8.9 会津若松観光ルネッサンス協議会負担金 継続 観光商工部　観光課

8 柱２ 8.9 ワーケーション推進事業 継続 観光商工部　観光課
施策３　広域観光・インバウンドの推進

1 柱２ 8.9 極上の会津プロジェクト協議会事業 継続 観光商工部　観光課

2 柱２ 8.9 国際観光推進事業 継続 観光商工部　観光課

3 柱２ 8.9 会津カード運営協議会事業 継続 観光商工部　観光課

4 柱２ 8.9 福島県観光復興推進委員会負担金 継続 観光商工部　観光課

5 柱２ 8.9 都市間連携推進事業 継続 観光商工部　観光課

6 柱２ 8.9 継続 観光商工部　観光課

7 柱２ 8.9 日光・会津観光軸活性化推進検討会事業 継続 観光商工部　観光課

8 柱２ 8.9 会津・置賜広域観光推進協議会事業 継続 観光商工部　観光課

9 柱２ 8.9 終了 観光商工部　観光課

重点
事業

人口減
少対策
※

SDGs
ターゲ
ット

次年度
方針

ONSEN・ガストロノミーウォーク事業

会津十楽inサムライシティあいづ開催事業

磐越西線SL運行推進事業

デジタルDMO推進事業

※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　地域資源を活用した観光振興

1

事業名 会津まつり協会負担金 法定／自主 自主

担当部・課 観光商工部・観光課 次年度方針 継続

事業費 83,097 81,000

所要一般財源 83,097 81,000

概算人件費 790 790

2

事業名 史跡若松城跡総合整備事業（観光施設事業特別会計） 法定／自主 自主

担当部・課 観光商工部・観光課 次年度方針 継続

事業費 39,438 10,719

所要一般財源

概算人件費 300 300

3

事業名 観光施設指定管理運営事業（観光施設事業特別会計） 法定／自主 自主

担当部・課 観光商工部・観光課 次年度方針 継続

事業費 171,000 171,000

所要一般財源 171,000 171,000

概算人件費 2,407 2,407

概要
(目的と内容)

目的：会津まつり協会が実施する「会津まつ
り」をはじめとする地域振興事業を通じた、
先人への感謝や市民の連帯意識の高揚を図り
、教育文化の振興と会津地域の発展への寄与
内容：会津まつり協会への負担金の支出

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４月、会津若松観光物産協会と市観光公社の統合と同時に、会津まつ
りなどのイベントの実施に特化した会津まつり協会を組織。
・「先人への鎮魂と感謝」、会津藩復権の「祝いと喜び」を後世に伝えていく「
会津まつり事業」をはじめ、ゆかり地との「親善交流事業」の実施や、市民・団
体が実施する地域のまつりを支援。
・令和４年度は、会津まつり70回記念式典の開催とドローンによる動画撮影。

事業の検証
（課題認識/
今後の方針・
改善点）

・国内外の観光客の回復を見込み、感染状況を見極めながら、状況に応じた開催
内容について検討していくとともに、閑散期における観光誘客につながるよう、
イベント内容の磨き上げと、より効果的な情報発信に努めていく。
・特に、会津まつりについては、従来の事業運営や推進体制などを検証し、より
効果的・効率的な運営となるよう努めていく。

概要
(目的と内容)

目的：史跡若松城跡総合整備計画の推進による
鶴ヶ城の魅力増進

内容：若松城整備等基金を活用しながら、史跡の
復元等、計画に沿った整備を推進する。

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）

・令和元年度　二ノ丸芝生広場整備、テニスコート撤去
・令和２年度　園路舗装（西出丸、梅坂から売店前）
・令和４年度  廊下橋健全度調査業務、鶴ケ城公園事業特定計画調査、
                  廊下橋塗装工事

事業の検証
（課題認識/
今後の方針・
改善点）

・今後も、史跡若松城跡総合整備計画に基づいた整備を推進するとともに、鶴ヶ城の保全と
保存、磨き上げにより、観光資源として有効活用し、観光誘客を図っていく。
・令和４年度に実施した公園内の特定計画調査結果を踏まえ、令和５年度以降は、園内の
雨水排水路の改修や園路の修繕、お濠の浚渫工事等を順次行っていく。

概要
(目的と内容)

目的：本市の主要な観光施設である若松城天守
閣、会津若松市麟閣、会津若松市営駐車場の適
切な運営管理

内容：指定管理者による管理運営の実施

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～　指定管理者制度導入
・現在第５期目（令和４年４月～令和８年３月）
　　指定管理者　（一財）会津若松観光ビューロー

事業の検証
（課題認識/
今後の方針・
改善点）

・今後も、指定管理者制度を活用しながら、指定管理者による自己評価や市による事後評価
等を検証し、安定的かつ効果的な運営に取り組み、観光施設の適切な管理運営を継続する
とともに、鶴ヶ城を本市観光の基点としながら、会津地域への効果的な観光誘客を図っていく
。



4

事業名 若松城天守閣等管理運営事業（観光施設事業特別会計） 法定／自主 自主

担当部・課 観光商工部・観光課 次年度方針 継続

事業費 419,352 71,633

所要一般財源

概算人件費 376 376

5

事業名 史跡若松城跡ライトアップ事業（観光施設事業特別会計） 法定／自主 自主

担当部・課 観光商工部・観光課 次年度方針 継続

事業費 15,713 16,182

所要一般財源

概算人件費 188 376

6

事業名 鶴ヶ城体験事業（観光施設事業特別会計） 法定／自主 自主

担当部・課 観光商工部・観光課 次年度方針 継続

事業費 0 800

所要一般財源 0 800

概算人件費 226 226

概要
(目的と内容)

目的：若松城整備等基金などの財源を活用し、史
跡若松城跡内の観光施設（天守閣、麟閣等）の長
寿命化等を図る。
内容：観光施設の長寿命化に向けた計画的な整
備やき損箇所の修繕、また、内部展示更新による
魅力向上を図っていく。

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　空調室外機改修工事
・令和３年度　若松城天守閣長寿命化に係る実施計画策定、外部階段鉄骨工事
・令和４年度は、若松城天守閣長寿命化工事（耐震化）、天守閣展示リニューアルを実施

事業の検証
（課題認識/
今後の方針・
改善点）

・若松城天守閣及び麟閣等の計画的な維持、修繕や内部展示の更新等により、観光施
設としてふさわしい景観や安全性の確保、さらには、内部展示等の魅力を持続させる必
要がある。
・令和５年度は、付帯設備等にかかる長寿命化計画の策定に向けた調査を実施する。

概要
(目的と内容)

目的：夜間における史跡の魅力の創出により、本
市観光における夜間の魅力向上と宿泊需要の創
出に寄与する。
内容：桜の開花時期などにおける、史跡若松城跡
内の石垣や樹木、濠などのライトアップの実施。

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７年度から継続して事業実施。
・平成27年度の観桜期からは全ての照明をLEDとし、電気代の節減と併せて、新たなL
ED照明設備による更なる魅力向上に努めている。
・令和元年度に史跡若松城跡ライトアップ（春）のPR動画を作成、公開。
・令和４年度は４月～６月まで、観桜期、葉桜期、新緑期の状況にあわせたライトアップを
実施

事業の検証
（課題認識/
今後の方針・
改善点）

・今後も継続してライトアップ事業に取り組み、鶴ヶ城の魅力向上を図っていく。
・夜間の魅力向上や宿泊需要の創出を図るため、さらなる内容の充実やPRに努めるとと
もに、夜間イベントと連携しながら事業の効果的な展開に努めていく。

概要
(目的と内容)

目的：子どもたちが天守閣をはじめとした史跡に直
接触れる機会を創出し、子どもたちの郷土愛の醸成
と鶴ヶ城の魅力の再発見を目指す。

内容：鶴ヶ城における各種体験事業を開催。

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）

・春や秋、ライトアップ、四季の石垣、鶴ヶ城公園の魅力、美しい城、赤べこと鶴ヶ城などをテー
マにしたフォトコンテスト」を開催。
・平成19年度～　子ども向け体験事業「鶴ヶ城ぐるっと探検隊」の開催　　　
・令和２年度　鶴ヶ城公園の歴史を題材としたクイズスタンプラリーを実施。
・令和３年度　鶴ヶ城の歴史学習ツアーの実施。子どもたちが取材した記事を編纂しパンフレ
ットを10,000部作成、うち約5,000部を教育旅行に活用。

事業の検証
（課題認識/
今後の方針・
改善点）

・本事業で作成されたパンフレットなどの成果品等を、教育旅行などに幅広く活用し、好
評を得た。
・本事業への参加人数の増加を目指し、市民がより鶴ヶ城への興味関心を持つような企
画内容で継続する。
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事業名 鶴ヶ城誘客促進事業 法定／自主 自主

担当部・課 観光商工部・観光課 次年度方針 継続

事業費 43,754 11,000

所要一般財源 0 0

概算人件費 3,008 1,504

8

事業名 近世会津と南蛮文化事業 法定／自主 自主

担当部・課 観光商工部・観光課 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 188 188

9

事業名 冬季観光誘客促進事業 法定／自主 自主

担当部・課 観光商工部・観光課 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 76 76

概要
(目的と内容)

目的：コロナ禍からの観光産業の早期回復を
図るため、本市観光のシンボルである鶴ヶ城
を基点とし、史跡資源を活用した観光誘客促
進事業を実施する。
内容：お濠におけるボート体験事業の実施。

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４年度に、関連団体とともに、鶴ヶ城誘客促進事業実行委員会を設立
・お濠でボート体験、高所作業車からの高所観覧体験事業を実施

事業の検証
（課題認識/
今後の方針・
改善点）

・令和４年度の事業実施により、誘客に一定の効果が得られたことから、令和５
年度以降において、観桜期における高所観覧体験及び春から秋にかけてお濠での
ボート体験を実施していく。

概要
(目的と内容)

目的：近世会津における城下町の形成や殖産
興業など、蒲生氏郷公がもたらした会津の歴
史的源流や西洋文化の流入によって花開いた
南蛮文化の特徴について、市民や観光客に広
く伝え、交流人口の拡大を図る。
内容：企画展等の開催と市民意識の醸成。

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　資料調査・借用協議
・平成30年度　実行委員会設立
・令和元年度　資料借用の協議
・令和２年度  企画展の基本計画の素案づくりに向けた時代背景及びテーマ設定
にかかる調査

事業の検証
（課題認識/
今後の方針・
改善点）

・事業の着手からは一定の期間が経過しており、実施における地元観光関係者と
の合意形成や事業の再構築など、誘客効果も含めた検証を行っていく。

概要
(目的と内容)

目的：観光入込が最も減少する冬季に賑わい
を創出し誘客に努めることにより、観光需要
の平準化と、宿泊を伴う滞在型観光を推進す
る。
内容：雪を活かした夜間イベントの開催等の
誘客事業の実施。

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）

・令和元年度　「アイヅテラス」　観客数約3,900人
・令和２年度　「アイヅテラス」　観客数約4,600人
・令和３年度　「アイヅテラス」　開催中止

事業の検証
（課題認識/
今後の方針・
改善点）

・観光需要の平準化と宿泊を伴う滞在型観光の推進において、冬季の賑わい創出
と観光誘客が必要であることから、既存事業を検証しつつ、新たな事業を実施す
る。
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事業名 温泉地域活性化推進事業 法定／自主 自主

担当部・課 観光商工部・観光課 次年度方針 継続

事業費 12,000 12,000

所要一般財源 12,000 12,000

概算人件費 1,053 1,053

11

事業名 法定／自主 自主

担当部・課 観光商工部・観光課 次年度方針 継続

事業費 700 700

所要一般財源 700 700

概算人件費 1,805 1,805

12

事業名 温泉街景観対策事業 法定／自主 自主

担当部・課 観光商工部・観光課 次年度方針 新規

事業費 0 6,000

所要一般財源 0 6,000

概算人件費 0 1,504

概要
(目的と内容)

目的：東山・芦ノ牧温泉街の活性化を図り、市
内における観光消費額の向上と滞在型観光の推
進に寄与する。
内容：両温泉観光協会が主体として取り組む、
誘客宣伝・イベント・温泉街環境整備などの事
業への補助金の交付。

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）

・観光客が温泉街をそぞろ歩きできるような魅力創出や観光誘客に向けた各種取
組を支援してきた。
・平成24年度からは、通常分の7,000千円に加え、東日本大震災及び原発事故の風
評被害からの復興対策として、震災復興特別分5,000千円を補助し、温泉街のさら
なる活性化に向けた取組を支援している。

事業の検証
（課題認識/
今後の方針・
改善点）

・温泉地域の活性化に向け、温泉街の魅力向上を図っていく必要があることから、今
後も温泉街が取り組むイベント等の開催や温泉街の環境整備などの事業について支援
していく。

ONSEN・ガストロノミーウォーク事業

概要
(目的と内容)

目的：イベントを通し両温泉のさらなる魅力
向上と活性化及び市内観光への波及を図る。
内容：温泉・食・自然等の本市の魅力を徒歩
で巡りながら体験する「ＯＮＳＥＮ・ガスト
ロノミーウォーク」イベントの開催。

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　実行委員会を設立。10月に東山温泉周辺で第１回開催
・平成30年度　6月に東山温泉周辺で開催。
・令和元年度　10月に芦ノ牧温泉周辺で開催予定だったが荒天により中止
・令和２年度　新型コロナウイルス感染症の影響により中止。
・令和３年度　7月に東山温泉周辺で開催
・令和４年度　9月に芦ノ牧温泉周辺で開催

事業の検証
（課題認識/
今後の方針・
改善点）

・宿泊需要が喚起され、一定程度、宿泊者数が増加しており、より魅力あるテー
マ設定や内容について検討し、市内観光へつなげていく。

概要
(目的と内容)

目的：温泉街の魅力阻害要因である廃屋等の
景観改善により、滞在型観光の推進と観光消
費額の拡大を図る観光振興のための拠点機能
を有する温泉地域の活性化を図る。
内容：温泉街が取り組む修景対策事業に対す
る支援

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）

・温泉地域の魅力向上に向けて、温泉関係者等とともに「温泉地域活性化検討
会」を設置し、令和３年度において温泉街の目指すべき方向性や姿などを取りま
とめた「温泉地域景観創造ビジョン」を策定した。
・令和４年度には、同検討会において、ビジョンを具現化するためのアクション
プランを策定した。

事業の検証
（課題認識/
今後の方針・
改善点）

・東山・芦ノ牧両温泉街においては、老朽化した空き旅館等が、温泉街の魅力を
損ねる最大の要因となっている。
・アクションプランを推進していくことにより、滞在型観光推進や観光消費額向
上のための拠点機能としての重要な役割を担っている温泉地域の魅力向上を図る
ため、官民が連携して温泉街の景観の修景に取り組んでいく必要があることから
、支援制度を創設していく。
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事業名 法定／自主 自主

担当部・課 観光商工部・観光課 次年度方針 継続

事業費 3,000 3,000

所要一般財源 3,000 3,000

概算人件費 602 602

14

事業名 湊四浜環境整備事業 法定／自主 自主

担当部・課 観光商工部・観光課 次年度方針 継続

事業費 9,086 11,591

所要一般財源 9,086 11,591

概算人件費 1,128 1,128

15

事業名 湊四浜サスティナブルツーリズム推進事業 法定／自主 自主

担当部・課 観光商工部・観光課 次年度方針 新規

事業費 0 3,000

所要一般財源 0 3,000

概算人件費 0 1,504

会津十楽inサムライシティあいづ開催事業

概要
(目的と内容)

目的：蒲生氏郷公が制定した「十楽」を現在
に復活させ、歴史的な背景を含めた新たな観
光資源とし県内外から誘客に資する。
内容：鶴ヶ城を会場とし、サムライシティと
しての演出をイメージしながら、物産販売や
イベントを実施する。

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25年度～　毎年開催　
（令和２年度は新型コロナウイルス感染症の影響により中止となったが、蒲生氏
郷入府430年を記念し、小冊子を作成し，市内中学校や観光施設に配布。）
・令和３年度は、春季のみの開催であったが、約96,000人が来場した。

事業の検証
（課題認識/
今後の方針・
改善点）

・幕末だけではない新たな本市の魅力として、観光振興・地域振興への効果が期
待されるとともに、インバウンドに対しても大きな魅力の一つとなりうることか
ら、観光客のみならず、市民も含めて地域の交流を図り、新たな切り口による歴
史観光推進事業として、今後も引き続き支援していく。

概要
(目的と内容)

目的：崎川浜における湖水浴客の誘客と、湊４浜へ
の年間を通した観光誘客にかかる、浜の美化、安全
対策等の受入体制の整備を行う。
内容：崎川浜における監視員等の配置と、仮設トイレ
や仮設電灯設備を設置、年間を通しての湊４浜の便
益施設の維持管理等。

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）

・湊４浜への常設トイレの設置及び維持管理
・常設脱衣所（小石ヶ浜、中田浜）の設置及び維持管理
・崎川浜公衆便所浄化槽の維持管理
・仮設トイレ等の設置（崎川浜）
・浜の清掃（崎川浜、田面浜）
・崎川浜の防犯維持管理、崎川浜遊泳場の監視等

事業の検証
（課題認識/
今後の方針・
改善点）

・便益施設や浜の清掃などの環境整備にあたっては、地元住民の協力を得て、今後とも
連携を密にしながら推進していく。
・遊泳場の安全利用や湖畔利用ルールについて、関係機関と連携しながら周知徹底を強
化していく。
・仮設電灯等の常設化など、効率的な維持管理に努めていく。
・崎川浜遊泳場への安全対策を継続していくとともに、その効果を検証していく。

概要
(目的と内容)

目的：本市を代表する自然資源である湊四浜の
ロケーションを活かした、サスティナブルツー
リズムによる誘客促進を図る。
内容：湊四浜において自然資源を活かした観光
業に取り組もうとする事業者を支援する。

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）

・コロナ禍によって旅の目的が屋内から屋外へと変化してきたことを背景に、本市に
は、ファミリー層が楽しめる観光スポットが少ないことが見えてきた。
・湊四浜は、権利関係が複雑であり、事業者が観光業に参入するための障壁となって
いるとともに、窓口機能が一本化されていない状況にある。

事業の検証
（課題認識/
今後の方針・
改善点）

・地元の住民や団体等の意向を踏まえるとともに、連携・協力しながら、湊四浜が持
つ美しいロケーションを活かし、SDGsの推進としてサスティナブルツーリズムによる
誘客促進を図っていく。
・推進にあたっては、民間事業者による営業手法を用いた持続・発展させていくこと
が効果的であることから、新たに観光業に取り組もうとする事業者のための窓口機能
や支援制度の創設に取り組んでいく。
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事業名 まちなか観光推進事業 法定／自主 自主

担当部・課 観光商工部・観光課 次年度方針 継続

事業費 2,851 2,251

所要一般財源 2,851 2,251

概算人件費 1,805 1,805

17

事業名 ホタル祭り実行委員会負担金 法定／自主 自主

担当部・課 企画政策部・北会津支所まちづくり推進課 次年度方針 継続

事業費 380 380

所要一般財源
380 380

概算人件費 90 79

概要
(目的と内容)

目的：まちなみの整備やまちの活性化による、まち
なかへの観光誘客促進と滞留性の向上を図る。
内容：まちなかの店舗等が行う景観整備への支
援と七日町市民広場等の維持管理。

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）

・まちなか観光推進事業補助金制度による、まちなみ整備団体が実施するのれんの設置
や看板設置、パンフレット作成等に関する支援
・七日町市民広場及び中町まちなか市民広場の維持管理
・大型観光バス駐車場の整備
・七日町駅舎内アンテナショップ「駅カフェ」の運営支援

事業の検証
（課題認識/
今後の方針・
改善点）

・今後も、地域住民をはじめ民間事業者等と一体となってまちなみ整備に取り組んでいく
。
・七日町市民広場等の施設の有効活用を図っていく。
・まちなかで行われているイベント等の情報の集約・発信や、観光資源を組み合わせなが
ら活用することにより、まちの活性化や、まちなか散策をする観光客の増加を図り、滞在
型観光の推進に寄与していく。

概要
(目的と内容)

北会津地域のシンボルであるゲンジボタルの観
賞会を呼び物に、ホタル市（地元商工会員によ
る出店及び農産物の販売等）や地域住民や地域
内小学校・幼保園による舞台芸能発表、手づく
りの民話劇などの各種イベントを実施し、地域
の賑わいを創出することを目的に活動する「ホ
タル祭り実行委員会」に対し、負担金を支出す
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）

【６】ホタル祭りの開催
・会津若松の知名度を活用し、北会津地域の独自性「ホタルの里北会津」をＰＲした
・住民・企業協賛金に加え、返礼品付のイベント協賛金等のしくみを立ち上げた、また
、ホタル市の出店料の見直しなど、自主財源の確保に努めた。
・住民参加を通して地域の活性化を図りながら、実行委員会が地域に根ざした組織とな
るよう区長会やＪＡ地域団体の加入を図った。

事業の検証
（課題認識/
今後の方針・
改善点）

【６】ホタル祭りにおける住民協働の推進
・地域の活性化を図るため、住民協働と事業内容見直しを更に進めながら、事業内容
の更なる充実に向けて取り組んでいく必要がある。
・地域の自然資源であるホタルをＰＲすることで、水環境の美化・保全に対する意識
高揚を図る。
・イベント等に、地場産品を景品として提供するなど、「ホタルの里北会津」の魅力
を発信、住民との協働の取組を更に進める。
・今後も円滑な事業継続のため、協賛金等、さらなる自主財源の確保を検討する。
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事業名 ふるさとイベント事業補助金 法定／自主 自主

担当部・課 企画政策部・河東支所まちづくり推進課 次年度方針 継続

事業費 1,700 1,700

所要一般財源 0 0

概算人件費 376 376

19

事業名 魅力ある町づくり推進事業補助金 法定／自主 自主

担当部・課 企画政策部・河東支所まちづくり推進課 次年度方針 継続

事業費 300 300

所要一般財源 300 300

概算人件費 226 226

施策２　誘客宣伝の推進と受入体制の整備

1

事業名 （一財）会津若松観光ビューロー補助金 法定／自主 自主

担当部・課 観光商工部　観光課 次年度方針 継続

事業費 52,998 53,373

所要一般財源 52,998 53,373

概算人件費 3,008 3,008

概要
(目的と内容)

河東に伝わる皆鶴姫伝説を継承する催しとして
、皆鶴姫墓前祭、地元中学生が扮する義経・皆
鶴姫発表会、芸能発表、花火大会等を行うかわ
ひがし皆鶴姫まつり実行委員会に対し、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）

【1】平成19年度に、合併前から続く「ふるさと盆踊り大会」と「会津かわひがしふれ
愛市」が「皆鶴まつり」として一本化され、平成22年度には会場を「広田西公園」に
変更し、名称も「かわひがし皆鶴まつり」とされた。
【2】皆鶴姫にまつわるまつりであることを広く浸透させるため、平成30年度に「かわ
ひがし皆鶴姫まつり」として名称変更された。
【3】令和2・3年度は、新型コロナウイルス感染防止のため皆鶴姫墓前祭のみ実施。

事業の検証
（課題認識/
今後の方針・
改善点）

・河東地域の「皆鶴姫」伝説を継承する催しであり、多くの市民が参加し賑わいづく
りやふるさとの良さを再認識できる事業として地域に定着している。あいづ商工会を
事務局とする実行委員会において適宜内容の見直しを行っており、市からも様々な助
言を行いながら、継続実施に向けて支援を行っていく。 
・本補助金は、河東地域ふるさと創生基金充当事業であり、令和5年度以降に基金残高
の払底を見込んでおり、事業継続に向け、今後の財源について検討していく。

概要
(目的と内容)

町の中心商店街に位置する広田駅周辺の地域活
性化、青少年健全育成の一環としてのライトア
ップ・イルミネーション事業と、地元の「市」
として正月の縁起物を購入できる八日市事業を
主催するあいづ商工会へ補助金を交付し、河東
地区の地域活性化への取組を支援する。

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）

【1】平成11年12月　広田駅前ライトアップ・イルミネーション実施
【2】平成18年～　　広田駅前ライトアップ、八日市
【3】令和2・3年度  新型コロナウイルス感染拡大防止のためライトアップ・イル
ミ                     　 ネーションのみ実施。

事業の検証
（課題認識/
今後の方針・
改善点）

・「広田駅前ライトアップ・イルミネーション」は地域の賑わいを創出する冬の恒例
イベントとして、また、期間中に併せて開催している「かわひがし八日市」は正月の
縁起物を地元で手軽に購入できる「市」として、それぞれ地元に定着していることか
ら、地域活性化のため今後も継続して支援をしていく。

概要
(目的と内容)

観光需要の平準化と観光消費額の拡大を図るた
め（一財）会津若松観光ビューローへ補助金を
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）

・平成26年度、会津若松観光物産協会と会津若松市観光公社が統合し、（一財）会津
若松観光ビューローとなる。以降、通常補助金、復興特別補助金により事業を支援
し、観光・物産振興を図っている。
・会津若松観光ビューローは、令和２年度に登録DMOに認定され、令和３年度、会津若
松駅内に観光物産事業部を移転し、着地型旅行商品の販売体制を強化するととも
に、DMO事業推進のため各種ワーキンググループを組成した。

事業の検証
（課題認識/
今後の方針・
改善点）

・観光需要の平準化と観光消費額の拡大を図るため、マーケティング分析に基づいた
企画・立案を行い、観光関連事業者等との合意形成を図りながら、情報発信や誘客事
業を実施する。
・特に、令和５年度の鶴ヶ城天守閣リニューアルオープンに合わせ、「サムライシテ
ィ」をテーマにプロモーション・コンテンツ作り・商品開発・販売という一貫した新
たなプロジェクトを展開する。
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事業名 教育旅行誘致対策事業 法定／自主 自主

担当部・課 観光商工部　観光課 次年度方針 継続

事業費 13,721 13,721

所要一般財源 245 245

概算人件費 2,708 2,708

3

事業名 市民総ガイド運動事業 法定／自主 自主

担当部・課 観光商工部　観光課 次年度方針 継続

事業費 250 250

所要一般財源 250 250

概算人件費 752 903

4

事業名 便益施設整備事業 法定／自主 自主

担当部・課 観光商工部　観光課 次年度方針 継続

事業費 9,168 9,168

所要一般財源 9,168 9,168

概算人件費 1,128 1,128

概要
(目的と内容)

県緊急雇用創出基金事業を活用し、教育旅行の
誘致を図る。

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26年度以降、会津若松観光ビューローに事業を委託している。
　平成24～平成27年度　県緊急雇用創出基金事業【震災対応事業】
　平成28～令和３年度　　　　　〃　　　　　【原子力災害対応雇用支援事業】
・県外来訪校数は、震災後100校まで減少したが、令和３年度には888校が来訪し、最
多となった。

事業の検証
（課題認識/
今後の方針・
改善点）

・令和３年度は、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、常連校が減少したものの
栃木県・茨城県といった隣県からの新規来訪も多かったことから、長期的な視点に立
った来訪校の維持、定着を図っていく。また、県基金事業終了後においても、事業継
続の必要性が高いことから、一般財源による実施を検討していく。
・今後も誘致活動と受入体制の強化、さらには、サスティナブルツーリズムをテーマ
とした新たな体験型コンテンツの創出を図る。

概要
(目的と内容)

市民一人ひとりが観光ガイドであるという意識
の高揚と、実際に観光ガイドができる人材の育
成を図るため、観光ガイドを養成するための講
座等を開催する。

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）

・昭和49年に市民総ガイド週間に取り組んで以降、継続して市民参加による観光客の
受入体制づくりを行ってきた。
・令和３年度は、「６つのどうぞ」サインシールの配布や、観光ガイド可能な人材育
成を目的に、鶴ヶ城ボランティアガイド養成講座を実施した。

事業の検証
（課題認識/
今後の方針・
改善点）

・これまで実施してきた市民総ガイド運動実行委員会の取組や、withコロナ、アフタ
ーコロナへの対応を継続し、人材育成を図る。
・ホームページの内容の充実や、定期的な更新により、市民に幅広く観光振興の取組
や状況を伝えていく。

概要
(目的と内容)

観光客が、市内観光施設を快適に使用できるよ
う駐車場やトイレ等を整備し、観光入込の増加
につなげるとともに地域振興を図る。

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）

・飯盛山下駐車場、飯盛山公衆トイレ及び観光案内所の運営管理、東山及び芦ノ牧地
域の公衆トイレ運営管理、石部桜、中野竹子殉節地碑、新選組殉難地への仮設トイレ
設置及び運営管理業務。
・令和２年度、東山温泉観光駐車場の水害対策工事を実施。

事業の検証
（課題認識/
今後の方針・
改善点）

・公衆トイレ等の便益施設については、これまで必要箇所への整備を実施してきたこ
とから、その維持管理を継続するとともに、新規設置については、その必要性と整備
手法、規模などを十分に勘案しながら検討する。
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事業名 観光管理運営費事業 法定／自主 自主

担当部・課 観光商工部　観光課 次年度方針 継続

事業費 2,726 2,518

所要一般財源 2,726 2,518

概算人件費 752 752

6

事業名 フィルムコミッション事業 法定／自主 自主

担当部・課 観光商工部　観光課 次年度方針 継続

事業費 815 815

所要一般財源 815 815

概算人件費 5,415 5,415

7

事業名 会津若松観光ルネッサンス協議会負担金 法定／自主 自主

担当部・課 観光商工部　観光課 次年度方針 継続

事業費 300 300

所要一般財源 300 300

概算人件費 903 903

概要
(目的と内容)

本市で快適に観光を楽しめるよう駐車場やトイ
レなどの便益施設の充実に努めるとともに、道
路案内・観光案内標識等の維持管理を通し観光
客の利便性向上を図る。

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）

石部桜の観桜期に、案内看板や感染症対策看板、仮設トイレの設置、警備員の配置、
臨時駐車場の確保等を継続して行い、観光客の利便性と観光地としての魅力向上を図
った。
また、各種観光案内看板の掲出による観光案内・観光PRを実施した。

事業の検証
（課題認識/
今後の方針・
改善点）

・すでに設置されている道路案内・観光案内標識等の定期的な状況確認・更新に加え
、インバウンドへの対応など利用者のニーズが多様化していることから、案内標記に
二次元バーコードを記載するなどして効果的な情報発信に取り組む。

概要
(目的と内容)

映画やテレビ番組等の撮影を積極的に誘致し、
その作品を通し、本市の知名度向上と魅力の発
信に努めるとともに、本市のロケ地を観光地と
して発信することで、観光誘客を図る。

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24年度の大河ドラマ「八重の桜」の撮影支援等に代表されるように、撮影許可
・届出等の手続きやロケに関する相談・斡旋、エキストラの募集支援を行い、映画や
テレビ等を通じて会津若松市が有する観光資源や魅力を発信・紹介し、観光誘客を図
っている。

事業の検証
（課題認識/
今後の方針・
改善点）

・新型コロナウイルス感染症の影響により、一時、ロケの撮影・支援件数が落ち
込んだが、令和３年度は令和元年度と同水準まで回復しており、今後も他市町村と
連携し受入体制を整備する。
・さらなる誘客促進を図るため、作品を通じた本市の魅力発信や、撮影場所をテーマ
とした商品造成を行う。

概要
(目的と内容)

先駆的テーマや諸課題等を調査・研究し、行政
や各観光団体等に地域振興に資する具体的提言
を行っている。また、夜のまちなか観光の魅力
創出を図るため、市内各所の史跡や歴史的建造
物のライトアップ事業を実施している。

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５年度、JR東日本文化財団の助成を受け設立され、市内各所の史跡や歴史的建
造物をライトアップする「まちなかライトアップ」事業を実施し、平成25年度から「
会津のキリシタン文化」の調査研究に取り組んでいる。
・令和２年度に、「会津のキリシタン文化」を調査研究報告書にまとめ、令和４年度
には、観光資源としてDMOが造成する着地型旅行商品として販売している。

事業の検証
（課題認識/
今後の方針・
改善点）

・これまでの調査・研究してきた「会津におけるキリシタン文化」が、新たな観光コ
ンテンツとして商品化されるなど成果となっていることから、引き続き、本市の観光
振興及び地域活性化に寄与する調査・研究事業を継続的に行い、本市の観光振興に向
けた提言に取り組む。
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事業名 ワーケーション推進事業 法定／自主 自主

担当部・課 観光商工部　観光課 次年度方針 継続

事業費 6,955 5,000

所要一般財源 6,955 5,000

概算人件費 1,354 1,354

施策３　広域観光・インバウンドの推進

1

事業名 極上の会津プロジェクト協議会事業 法定／自主 自主

担当部・課 観光商工部観光課 次年度方針 継続

事業費 5,662 5,662

所要一般財源 5,662 5,662

概算人件費 27,737 27,737

2

事業名 国際観光推進事業 法定／自主 自主

担当部・課 観光商工部観光課 次年度方針 継続

事業費 17,651 20,651

所要一般財源 17,651 20,651

概算人件費 800 800

概要
(目的と内容)

本市の観光関連事業者等が連携し、観光資源や
各種産業体験施設などの活用を図りながら企業
の社員研修等の団体訪問の誘致を推進する。ま
た、滞在期間中の食や宿などの利用者ニーズに
対応できる仕組みの構築を目指す。

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）

・「市ワーケーション協議会」を設立し、企業ニーズ調査やモニターツアーを実施・
検証するとともに、ワーケーション推進に関する地域勉強会やワークショップを開催
し、モデルプランの造成等を行った。

事業の検証
（課題認識/
今後の方針・
改善点）

・令和４年度に実施した事業によって抽出された課題を解決するため、様々な実証事
業を通し本市ワーケーションスタイルを構築する。

概要
(目的と内容)

目的：会津17市町村等の連携による広域観光の推
進
内容：地域の特性を活かした受入体制の整備やプ
ロモーション等の充実強化を図りながら、回遊性の
ある滞在型観光の基盤整備を行う。

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年度、協議会設立、28年度に「会津の三十三観音めぐり」が、日本遺産に認定。
・日本遺産めぐりの受入体制整備や首都圏でのプロモーションイベント、インバウンド事業等
を展開
・新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、WEBや映像コンテンツを活用したプロモーションを
展開。地域経済の早期回復に向け、音声ARを活用したコンテンツ開発やOTA広告等による誘
客促進策を実施。

事業の検証
（課題認識/
今後の方針・
改善点）

・変化しつつある旅行動向に対応するため、ウェブサイトにおけるトレンドワード解
析等を活用し、旅行者のニーズや時季に合った旅の提案など、より訴求力の高いプロ
モーション活動を行っていく。
・withコロナにおいて、マイクロツーリズムへのニーズが高まっていることから、会
津地域内の周遊促進を図るとともに、新潟市や佐渡市、日光市など隣県自治体との連
携したプロモーション等を行うことで、相互誘客を促進していく。

概要
(目的と内容)

目的：本市のターゲット国である台湾・タイ
・欧米豪地域に向け、インバウンド誘客を進
める
内容：SNS等によるプロモーションや海外の旅
行会社や企業に向けた情報発信を行うともに
、受入環境整備を推進する。

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）

・タイ誘客促進事業：レップ（代理営業活動）業務により、現地旅行会社や企業等へ
の営業活動を実施。
・台湾誘客促進事業：新潟市及び佐渡市との連携により３市の共通資源や体験型コン
テンツ等を組み合わせた広域観光ルートの造成や受け入れ体制の整備を実施。
・サムライシティ会津プロモーション事業：欧米豪地域に向け、鶴ヶ城などの「サム
ライ文化」を軸とした各種プロモーションを実施。

事業の検証
（課題認識/
今後の方針・
改善点）

・インバウンドの再開に向けては、国の「外国人観光客の受入れ対応に関するガイドライ
ン」の感染症対策を踏まえた体制づくりや、受入れに対する観光事業者や住民の理解促
進が重要であることから、ホームページ等による感染症対策等の周知や事業者向けセ
ミナーの開催に取り組む。
・アフターコロナを見据え、ターゲット国（台湾・タイ・欧米豪）ごとに、プロモーション事業やレ
ップ業務を継続して実施するとともに、ターゲット国内での新たな事業にも着手する。
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事業名 会津カード運営協議会事業 法定／自主 自主

担当部・課 観光商工部観光課 次年度方針 継続

事業費 120 120

所要一般財源 120 120

概算人件費 1,805 1,805

4

事業名 福島県観光復興推進委員会負担金 法定／自主 自主

担当部・課 観光商工部観光課 次年度方針 継続

事業費 316 316

所要一般財源 316 316

概算人件費 50 50

5

事業名 都市間連携推進事業 法定／自主 自主

担当部・課 観光商工部観光課 次年度方針 継続

事業費 1,708 1,708

所要一般財源 708 708

概算人件費 3,610 3,610

概要
(目的と内容)

目的：会津10市町村、交通事業者等の連携によ
る広域観光の推進。
内容：「会津ぐるっとカード」の発行・運営を
通して、該当エリア内の公共交通機関の２日間
乗り放題サービスを提供する。

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15年度、会津10市町村とJR東日本及び会津鉄道、会津乗合自動車、磐梯東都バス等
と協議会を設立、会津カードの販売を開始。
・インバウンド受入対応として、チラシやホームページを多言語化。
・会津SamuraiMaasプロジェクト協議会（SamuraiMaas）やJR東日本（TOHOKU Maa
S）と連携し、デジタル版会津ぐるっとカードの発行を開始。
・直近の販売枚数：令和元年度:4,864、令和2年度:2,051、令和３年度:1,948

事業の検証
（課題認識/
今後の方針・
改善点）

・周遊型観光の促進に向け、利用エリアの拡大やデジタル版会津カードの利用環境整
備など、利便性向上の検討を進めるとともに、利用促進に向けた周知活動に取り組ん
でいく。

概要
(目的と内容)

目的：全県的な観光振興を目的として、県が本推進
委員会を設立（事務局：観光交流課）。
内容：上記目的を達成するため、県内各市町村は観
光客入込数等で算定された負担金を支出。

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）

・県内３方部でそれぞれ推進組織が選定されており、会津方部では「極上の会津プロ
ジェクト協議会」が選定されており、例年600万円が協議会に支出されている。
・推進委員会事業として、全県的な観光情報誌の発行やホームぺージの管理・運営な
どの誘客プロモーションを実施。

事業の検証
（課題認識/
今後の方針・
改善点）

・コロナ禍で衰退した観光事業の早期回復と、入国制限緩和による外国人観光客の受入対
策の強化を図ることを重点とし、旅行のニーズに合わせた全県的なプロモーションの推進と
観光コンテンツの創出に取り組んでいく必要がある。
・入国制限の解除後、各国の感染状況を見極めながら、外国人観光客向けのプロモーション
を検討していき、エクストリームツーリズムやスキーエリア誘客対策事業など福島県の観光資
源や自然体験を生かした全県的な対策を行っていく。

概要
(目的と内容)

目的：広域での観光PRや物産振興を通じて、観
光誘客や交流人口拡大を図る。
内容：新潟市や佐渡市、さいたま市など本市と
ゆかりのある自治体と連携協定等を締結、各種
連携事業を実施する。

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）

・新潟市：共同プロモーションや首都圏での各種連携イベントの実施、教育旅行に関
する連携　など
・佐渡市：「会津佐渡広域観光推進協議会」の設立、食や歴史などを通した相互交流
　など
・さいたま市：共同ウェブサイトの運営や観光分野におけるのSDGs検討など新幹線沿
線自治体との連携事業や教育旅行に関する連携など

事業の検証
（課題認識/
今後の方針・
改善点）

・新型コロナウイルス感染症の影響により変化したニーズや旅行スタイル等を見極め
、ターゲットを絞った都市間連携の強みを活かした取組が必要である。
・共通テーマ(巡礼、アクティビティ、SDGs等)を設定し、広域観光ルートの構築や相
互誘客プロモーションを展開する（マイクロツーリズム）。
・ワーケーションや分散型観光といった新しい旅のスタイルを踏まえ、鉄道やバス、
航空機など様々な交通事業者との更なる連携強化を図っていく。



6

事業名 磐越西線ＳＬ運行推進事業 法定／自主 自主

担当部・課 観光商工部観光課 次年度方針 継続

事業費 733 733

所要一般財源 733 733

概算人件費 60 60

7

事業名 日光・会津観光軸活性化推進検討会事業 法定／自主 自主

担当部・課 観光商工部観光課 次年度方針 継続

事業費 900 900

所要一般財源 900 900

概算人件費 60 60

8

事業名 会津・置賜広域観光推進協議会事業 法定／自主 自主

担当部・課 観光商工部観光課 次年度方針 継続

事業費 500 500

所要一般財源 500 500

概算人件費 40 40

概要
(目的と内容)

目的：SLの定期運行を通じた観光誘客や地域活性
化を図る。
内容：沿線自治体等と協議会を構成し、各種おもて
なし事業や利便性向上に向けた取組を行う。

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）

・「磐越西線SL定期運行推進協議会」（新潟⇔会津若松間）及び「磐越西線SL等運行・活性化
推進協議会」（郡山⇔喜多方（山都）間）に対して、負担金を支出し、各種おもてなし事業を実
施するとともに、定期運行に向けた働きかけを実施。

事業の検証
（課題認識/
今後の方針・
改善点）

・新型コロナウイルスの影響で停滞していた交通機関の活性化を図るため、効果的な
情報発信やプロモーションを行っていく必要がある。
・旅行ニーズに合わせた情報発信を行い、キャンペーンの実施や沿線市町村等の各種
イベントの乗客サービスを実施する。

概要
(目的と内容)

目的：会津・日光両地域沿線の広域的な観光誘客
の促進、交流人口の増加を図る。
内容：会津・日光両地域沿線の市町村や鉄道会社
等からなる日光・会津観光軸活性化推進検討会に
負担金を支出し、各地域や沿線の魅力など地域素
材の掘り起しを進めるとともにプロモーションを行う

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）

・東京メトロ日比谷線・半蔵門線直通車両及び東武各線の車両へ中吊り広告を作成・
掲出した（計2,300枚）。
・台湾・タイ旅行博への出展や、両国へのSNSを用いた情報発信、タイのメディア招聘
事業を実施。
・アフターコロナを見据え、欧米豪FITの富裕層をターゲットとした広告の掲出やメデ
ィアの招請、セールスコールを実施。

事業の検証
（課題認識/
今後の方針・
改善点）

・魅力ある周遊ルートを構築し、域内の滞在時間の確保を図る上では、日光・会津軸
からの来訪ルートを構築することは重要である。また、新型コロナウイルス感染症の
影響によって変化した観光のトレンドや誘客の手法を事業に反映させる必要がある。
・日光・会津軸の各沿線地域及び交通事業者との連携をさらに強化し、沿線地域の自
然や魅力ある地域資源を生かした海外プロモーションなど、アフターコロナに向けた
誘客活動を進めていく

概要
(目的と内容)

目的：米沢市・喜多方市・会津若松市の広域的
な観光誘客を促進する。
内容：３市で会津・置賜広域観光推進協議会を
運営し、共通のブランドコンセプトである「ラ
ーメン湯治」を活かしたスタンプラリー事業を
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28年度、会津・置賜両地域の広域観光の環境整備と誘客促進のため、「会津・置賜広域
観光推進協議会」設立。
・首都圏に向け、「ラーメン湯治」を中心とした観光情報を発信。補助キャンペーン（宿泊費）を
活用し地域への誘客を実施。
・ラーメン店と日帰り温泉施設を巡る「ラーメン湯治」スタンプラリー事業を実施、両県の観光
案内所への設置やSNS等によるプロモーションを行うことで、３市間の周遊観光を促進。

事業の検証
（課題認識/
今後の方針・
改善点）

・新型コロナウイルス感染症の影響により、旅行・観光のニーズや嗜好が変化したこ
とから、新しい旅行スタイルに応じた事業展開やプロモーションが必要となる。
・会津・置賜間の交通手段が自家用車、レンタカーに限られることから、３市を周遊
する魅力あるルート構築に取り組む必要がある。
・特に利用動向の高かった、隣県のファミリー層及びシニア層をターゲットに、戦略
的なプロモーションを展開し、滞在型観光の推進及び観光消費額の向上を図る。
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事業名 法定／自主 自主

担当部・課 観光商工部観光課 次年度方針 終了

事業費 0 0

所要一般財源 0 0

概算人件費 0 0

デジタル ＭⅮ О推進事業

概要
(目的と内容)

目的：外国人観光客に向けの情報発信によるイ
ンバウンドの推進
内容：会津地域スマートシティ推進協議会へ負
担金を交付し、データ分析やレコメンド技術な
どのＩＣＴを活用したデジタルＤＭＯの運営

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　「ＶＩＳＩＴ ＡＩＺＵ」をデジタルＤＭＯとして整備
・平成28年度　インフルエンサーを活用した観光コンテンツ・周遊ルートの案内や、G
oogleやFacebookなどへの広告の掲載。鉄道やバス等の二次交通情報の案内機能の提供
。
・平成29年度～　二次交通情報に加え、宿泊施設の情報を掲載。
・本市の新型コロナウイルス感染症状況を掲載。

事業の検証
（課題認識/
今後の方針・
改善点）

・事業費の大部分がサイトの運営（プラットフォーム）に充てられており、頻繁なペ
ージ改修や注力プロモーションの展開が難しいため、地方創生推進交付金の終了に合
わせ、令和４年度において、機能の取捨選択によりサイト運営のコストダウンを図っ
たことから、現在のプラットフォームにおいては作成したコンテンツを掲載しながら
、本市の外国人向けサイトを「SAMURAI　CITY　AIZUWAKAMATSU」への一元化を進める
こととした。
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