
令和４年度行政評価　施策評価票

主管部局・課 観光商工部・商工課

目指す姿

商機能やコミュニティ機能等が充実し、快適で利便性が高い、魅力・活力にあふれるまち

施策

施策番号
名称

施策の内容

施策１

商店街機能の維持・強化

施策２

中心市街地の魅力向上

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

中心市街地における新規出店者数 件 新規出店者数の過去５年間の平均

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 13.6 13.6 ―
13.6

実績 18.8 ― ―

2

中心市街地内における歩行者通行量 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 27,675 27,675 ―
27,675

実績 ― ― ―

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16　中心市街地・商業地域

関連するSDGs17のゴール

商店街による買物機能やコミュニティ機能の維持・強化を支援し、魅力あふれる商店街づく
りを進めます。
また、アミューズメント機能を含む、人の集まる商業機能の充実に取り組みます。

中心市街地活性化基本計画に基づき、中心市街地活性化協議会と連携しながら民間活力の活
用や市民との協働により快適で利便性の高い、魅力あふれるまちづくりを推進します。

新規出店数が目標を上回っており、中心市街地
活性化の取組の成果として考えられる。

12時間あたり・平日と休日の加重平均

これまで行ってきた通行量調査は、単日調査の
ため、天候やイベント等での結果への影響もあ
り、量的データのみで活性化を示すことが困難
であると判断し、令和３年度に調査方法の見直
しを行った。



２　施策の評価
施策１ 商店街機能の維持・強化

取組状況

今年度の
重点方針
（方向性）

商店街による買い物機能やコミュニティ機能の維持・強化を支援し、効果的な情報発信を行
い、官民一体で魅力あふれる商店街づくりを進めます。

【１】商店街等による個店の魅力向上と人材育成、環境整備などへの支援
・商店街等が行う環境整備（神明通り商店街のアーケードなど）や人材育成、イベント等の
活性化事業に対する事業費の一部を助成し、主体的な活動を促進することで、商店街の魅力
向上と賑わい創出を図った。
・国や県の施策の動向や商店街等のニーズを踏まえながら、より効率的、効果的な制度とな
るよう、中小企業振興条例の改正に合わせ補助対象事業等の検討を行った。
・新型コロナウイルス感染症の影響により低迷している市内経済の回復を図るため、プレミ
アム商品券事業を実施した。

【２】空き店舗、空きスペースなどの活用支援と情報の一元化
・商店街等が行う空き店舗対策事業に対する事業費の一部助成などにより、商店街の魅力向
上と商機能再生を図った。

課題認識と
今後の方針
・改善点

【１】商店街等による個店の魅力向上と人材育成、環境整備などへの支援
・複合的な要因（大規模小売店舗の郊外出店、後継者不足、施設の老朽化、多様化する消費
者ニーズの変化、新型コロナウイルス感染症への対応など）により既存店舗の商環境は一層
厳しさを増している。
・商店街をはじめとする中小・小規模企業における事業活動を維持・強化するために
は、環境整備や空き店舗対策等の商店街等による主体的な取組を支援し、魅力ある商業
空間の創出を図る必要がある。
　また、人材育成や新事業等に挑戦・チャレンジしようとする中小企業等への支援策
（チャレンジ企業応援補助金）により、活気ある事業展開を促進していく。
・第３期中心市街地活性化基本計画の策定に合わせ、より効率的、効果的な制度となるよ
う、引き続き、補助対象事業等の検討を行う。
　
【２】空き店舗、空きスペースなどの活用支援と情報の一元化
・人口減少や少子高齢化、商店主の後継者不足等を背景に、魅力的な店舗等として活用可能
な歴史的建造物の解体、遊休不動産（空き店舗、空き地、空き家等）の増加が進んでおり、
経済活動の衰退、エリア価値の低下などへの対応が求められている。
・第３期中心市街地活性化基本計画の策定に合わせ、取り組むべき課題を設定した上で、歴
史的建造物や遊休不動産等の活用について効果的な手法を研究していく。



施策２ 中心市街地の魅力向上

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

４　施策の最終評価

今年度の重
点方針

（方向性）

中心市街地活性化基本計画（計画期間：平成27年７月から令和５年３月まで）に基づき、中
心市街地活性化協議会と連携しながら、民間活力の活用や市民との協働により快適で利便性
の高い、魅力あふれるまちづくりを推進します。

【１】中心市街地活性化協議会等と連携した中心市街地活性化事業の推進
・多様な民間団体により設立された会津若松市中心市街地活性化協議会との連携により、会
津若松市中心市街地活性化基本計画を策定し、国の認定を受ける（平成27年６月認定）とと
もに、総合的な活性化事業の推進を図った。
・まちづくりのマネジメント機関である株式会社まちづくり会津との連携や、各種事業への
支援により、中心市街地活性化事業の推進を図った。また、野口英世記念広場用地の使用に
関する協定書に基づき、野口英世青春広場の管理運営及び各種事業を実施した。
・中心市街地活性化基本計画の効果的な事業展開を目的として、平成30年度に中心市街地活
性化協議会が主体となって実施した歩いて暮らせるまちづくり強化プロジェクト事業にプロ
ジェクトチームの一員として参画し、まちなかコミュニティ拠点事業や、空き店舗×創業応
援事業、公共交通機関利用促進事業などの各種事業を展開した。
・令和３年５月に、株式会社良品計画と中心市街地及び地域活性化を目的とした連携協定を
締結した。

【２】協働による地域個性を活かしたまちづくり
・公募市民により設立した会津まちづくり応援隊と、商店街、行政が連携したまちなかの活
性化策である、まちなか賑わいづくりプロジェクトを策定し、市民の視点を取り入れた商店
街等の魅力向上を図った。
・上記プロジェクトの各種事業を中心市街地活性化基本計画に位置付けるとともに、その実
行組織として設立した、まちなか賑わいづくりプロジェクト実行委員会（市民、商店街、商
工・観光団体、行政等により構成）が主体となり、各種事業を実施し、まちなかの賑わい創
出を図った。

課題認識と
今後の方針
・改善点

【１】中心市街地活性化協議会等と連携した中心市街地活性化事業の推進
・中心市街地活性化事業の推進のためには、多様な団体により構成されている中心市街地活
性化協議会や株式会社まちづくり会津との更なる連携を図る必要がある。
・少子高齢化や急激な人口減少、新型コロナウイルス感染症の影響等を踏まえた上で、中心
市街地のあるべき姿を改めて整理し、時代に対応した持続可能なまちづくりを進めていく必
要がある。
・策定中の第３期中心市街地活性化基本計画では、中心市街地がこれまで果たしてきた役割
や、抱える課題、市民ニーズ等を踏まえ、市民、事業者、関係団体、行政等が、中心市街地
の目指すべき姿を共有しながら、その実現に向けた実効性の高い事業の選択と集中を図って
いく。

【２】協働による地域個性を活かしたまちづくり
・豊富な資源を活かした地域固有の魅力的なまちづくりを推進するためには、多様な主体が
参画し、関係者の目線を合わせながら、協働による取組を進める必要がある。
・中心市街地を取り巻く状況も大きく変化していることから、これまでの取組を検証すると
ともに、既存事業の継続だけではなく、住民ニーズを踏まえた新たな取組が必要である。
・第３期中心市街地活性化基本計画の策定に合わせ、取り組むべき課題を設定した上で、今
後の活動方針を検討していく。

・政策分野16「中心市街地・商業地域」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「商店街機能の維持・強化」については、今年度策定予定の「第３期中心市街地活性化基本計
画」に基づき、中心市街地活性化協議会等の関係団体との連携による取組を進めていく。
・施策２「中心市街地の魅力向上」については、今年度策定予定の「第３期中心市街地活性化基本計画」
に基づく新たな取組を協働により進めていく。



５　事務事業一覧

番号 事務事業名 担当部・課

施策１　商店街機能の維持・強化

1 ◎ 柱１ 8.3 中小企業及び小規模企業振興補助金 継続 観光商工部　商工課

2 柱２ 会津版家守事業 終了 観光商工部　商工課

3 柱２ 市商店街連合会補助金 継続 観光商工部　商工課

4 柱２ 十日市実行委員会負担金 継続 観光商工部　商工課

5 柱２ 大規模小売店舗立地法出店調整業務 継続 観光商工部　商工課

6 プレミアム商品券事業補助金 終了 観光商工部　商工課

7 市商店街連合会補助金（消費喚起事業） 終了 観光商工部　商工課
施策２　中心市街地の魅力向上

1 ◎ 柱２ 11.a 中心市街地活性化事業 継続 観光商工部　商工課

2 柱２ まちなか賑わいづくりプロジェクト事業 継続 観光商工部　商工課

3 柱２ 移動動態調査 継続 観光商工部　商工課

4 柱２ 株式会社まちづくり会津 継続 観光商工部　商工課

5 柱２ 野口英世青春広場管理運営事業 継続 観光商工部　商工課

6 柱２ 都市活力推進事業 継続 観光商工部　商工課

重点
事業

人口減
少対策
※

SDGs
ターゲ
ット

次年度
方針

※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　商店街機能の維持・強化

1

事業名 中小企業及び小規模企業振興補助金 法定／自主 自主

担当部・課 観光商工部・商工課 次年度方針 継続

事業費 26,890 26,890

所要一般財源 18,565 18,565

概算人件費 4,512 4,512

2

事業名 会津版家守事業 法定／自主 自主

担当部・課 観光商工部・商工課 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 380 0

概要
(目的と内容)

中小企業者及び小規模企業者の自主的な努力を
助長し、活力ある持続的な成長発展を図ること
を目的とし、商店街等が自ら実施する施設設
置、維持管理、空き店舗対策、イベント、人材
育成事業、中小・小規模企業者がチャレンジす
る新たな取組等に対し、事業費の一部を助成す
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）

・商店街施設設置事業におけるアーケードの補助上限額の見直しを行い、神明通り商
店街のアーケード整備に対し、福島県とともに事業費の一部を助成。（平成29年度）
・平成31年４月、中小企業振興条例を全部改正し、中小企業及び小規模企業振興条例
を施行（チャレンジ企業応援補助金の新設、情報ネットワークシステム整備、研究開
発調査、チャレンジショップ支援事業補助金の廃止）
・施行規則を一部改正し、補助対象事業等を見直し（令和３年度、令和４年度）
（改正内容：空き店舗への多様な業種の誘致や街路灯の維持管理への拡大など）

事業の検証
（課題認識/
今後の方針・
改善点）

・商店街をはじめとする中小・小規模企業における事業活動の維持・強化を図るため
するため、商店街等が行う環境整備や空き店舗対策等による魅力ある商業空間の創出
や人材育成、新事業にチャレンジする精神の醸成に向けた主体的・継続的な取組が必
要である。
・引き続き、各種取組への支援を継続するとともに、新事業に挑戦しようとする中小
企業等への支援策により、活気ある事業展開を促進していく。
・第３期中心市街地活性化基本計画の策定に合わせ、より効率的、効果的な制度とな
るよう、引き続き、補助対象事業等の検討を行う。

概要
(目的と内容)

中心市街地活性化基本計画エリア内の価値の向
上を図ることを目的とし、歴史的建造物や遊休
不動産（空き店舗、空き地、空き家等）の情報
を効果的に収集・発信するとともに、関係機関
と連携した遊休不動産活用事業を実施する。

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：被災者コミュニティ自立促進事業の一つとして、大町通りにおける空き
店舗等の調査を実施。
平成29年度・30年度：良好なまちなか環境づくりや地域の価値を維持向上させるため
のエリアマネジメントについて、講演会や研修等を通し意識醸成を図った。

事業の検証
（課題認識/
今後の方針・
改善点）

・人口減少や少子高齢化、商店主の後継者不足等を背景に、魅力的な店舗等として活
用可能な歴史的建造物の解体、遊休不動産（空き店舗、空き地、空き家等）の増加が
進んでおり、経済活動の衰退やエリア価値の低下などへの対応が求められている。
・本事業は令和４年度で終了とし、改めて第３期中心市街地活性化基本計画の策定に
合わせ、取り組むべき課題を設定した上で、歴史的建造物や遊休不動産の活用の効果
的な手法について研究していく。



3

事業名 市商店街連合会補助金 法定／自主 自主

担当部・課 観光商工部・商工課 次年度方針 継続

事業費 650 650

所要一般財源 650 650

概算人件費 188 188

4

事業名 十日市実行委員会負担金 法定／自主 自主

担当部・課 観光商工部・商工課 次年度方針 継続

事業費 750 750

所要一般財源 750 750

概算人件費 94 94

5

事業名 大規模小売店舗立地法出店調整業務 法定／自主 法定

担当部・課 観光商工部・商工課 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 113 113

概要
(目的と内容)

商店街における商機能の維持・発展を目的に、
会津若松市商店街連合会の活動促進と組織運営
の円滑化のため、補助金を交付し支援する。

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）

連合会が実施している事業への支援
・平成29年度　イベント事業、講演会事業
・平成30年度　イベント事業、先進地視察研修事業
・令和元年度　イベント事業、消費喚起事業（消費税率引上げ８％→10％）
・令和２年度　 消費喚起事業（新型コロナウイルス感染症対策）
・令和３年度　 消費喚起事業（新型コロナウイルス感染症対策）

事業の検証
（課題認識/
今後の方針・
改善点）

・郊外店舗の発展やＥＣの普及など、地域住民のライフスタイルは変化しており、時
代に対応した商店街の姿を整理しながら、組織力を活かした魅力のある事業や、地域
のニーズに応える店舗の創出等への取組が求められている。
・効果的な消費喚起策の実施や、個店の創意工夫を後押しする取組も必要である。
・情報提供や関係団体への連絡・調整などの側面支援を行いながら、連合会の活動促
進と組織運営の円滑化に対する支援を行うとともに、商店街の振興に寄与する新たな
取組への支援など、必要に応じ対応していく。

概要
(目的と内容)

400年以上の伝統を持つ会津地域最大の初市であ
る十日市を中心市街地において開催するため、
十日市実行委員会に対し負担金を交付する。

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）

十日市の開催状況（来場者数・出店マス数）
・平成30年度（H31.1.10（木）150,000人・358マス）
・令和元年度（R2.1.10（金）150,000人・351マス）
・令和２年度（R3.1.10（日）新型コロナウイルス感染症の影響により中止。）
　　　　　　　※商店街主催により初市を開催。
・令和３年度（R4.1.10（月・祝）150,000人・321マス）

事業の検証
（課題認識/
今後の方針・
改善点）

・近年、出店者数が減少傾向にあり、一部の出店エリアは縮小されていることから、
出店者の維持に向けた取組が必要となっている。
・十日市の経済効果は大きく、中心市街地の活性化にも有効であることから、継続し
て支援していく。
・来街者の増加や出店者の維持・拡大につながる効果的な企画運営について、実行委
員会の中で協議していく。

概要
(目的と内容)

大規模小売店舗立地法に基づく届出に関する市
の意見調整、県への意見書の提出を行うため、
大規模小売店舗の出店に際し周辺地域の生活環
境への影響について、市の連絡調整会議を開催
し、出店者への配慮や対応を求める市の意見を
まとめ、県に提出する。

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）

・会津若松市大規模小売店舗立地法連絡調整会議等の開催
・大規模小売店舗立地法に基づく届出に関する県への意見書の提出
・平成21年度から令和３年度までの届出件数（累計）　新規 ８件

事業の検証
（課題認識/
今後の方針・
改善点）

・大規模小売店舗の新設については、消費購買の選択肢の拡大や雇用の創出という観
点から効果的であるが、地域における生活環境や中小小売店等への影響、都市の郊外
化が懸念されることから、店舗の配置や運営について適正な配慮が必要となる。
・引き続き、大規模小売店舗立地法の趣旨に基づいて市の意見を調整し、県に対し意
見書を提出していく。
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事業名 プレミアム商品券事業補助金 法定／自主 自主

担当部・課 観光商工部・商工課 次年度方針 終了

事業費 222,580 0

所要一般財源 222,580 0

概算人件費 188 113

施策２　中心市街地の魅力向上

1

事業名 中心市街地活性化事業 法定／自主 自主

担当部・課 観光商工部・商工課 次年度方針 継続

事業費 391 1,300

所要一般財源 391 1,300

概算人件費 9,024 7,896

概要
(目的と内容)

新型コロナウイルス感染症の影響により低迷し
ている市内経済の活性化を図るとともに、原油
価格及び物価高騰により低下が予想れる市内で
の消費を喚起することを目的として、会津若松
商工会議所が実施するプレミアム商品券事業に
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）

【令和３年度事業概要】
・発行総額　　600,000千円（プレミアム率25％）
・発行数　　　60,000セット（１セット10,000円分の商品券を8,000円で販売）
・対象者　　　市民（応募方法：はがき又はＷｅｂ申込み）
・利用期間　　令和３年７月８日～令和３年12月31日
・参加店舗数　834店舗
・事業主体等　主催：会津若松商工会議所、共催：市、あいづ商工会

事業の検証
（課題認識/
今後の方針・
改善点）

【令和４年度事業概要】
・発行総額　　1,000,000千円（プレミアム率25％）
・発行数　　　100,000セット（１セット10,000円分の商品券を8,000円で販売）
・対象者　　　市民（応募方法：はがき又はＷｅｂ申込み）
・利用期間　　令和４年11月上旬～令和５年２月中旬（予定）
・参加店舗数　約850店舗（予定）
・令和４年度で事業終了とするが、新型コロナウイルスの感染拡大や物価高騰等の状
況により、次年度の事業を検討をしていく。

概要
(目的と内容)

中心市街地の活性化を目的として、中心市街地
活性化基本計画を策定し、多様な団体から構成
される中心市街地活性化協議会や、民間事業
者、関係機関等と連携しながら、中心市街地活
性化事業を推進する。

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）

【旧法上の計画　（※ 平成10年制定）】平成10年度～平成20年度（11年）
【現行法上の計画（※ 平成18年改正）】
　・第１期中心市街地活性化基本計画　平成21年４月～平成26年３月（５年））
　・第２期中心市街地活性化基本計画　平成27年７月～令和５年３月（７年９か月）
　（※うち第１期国認定計画　平成27年７月～令和２年３月（４年９か月））
現在、第３期中心市街地活性化基本計画を策定中（令和５年４月～令和10年３月）

事業の検証
（課題認識/
今後の方針・
改善点）

・少子高齢化や急激な人口減少、新型コロナウイルス感染症の影響等を踏まえた上で
、中心市街地のあるべき姿を改めて整理し、時代に対応した持続可能なまちづくりを
進めていく必要がある。
・中心市街地がこれまで果たしてきた役割や、抱える課題、市民ニーズ等を踏まえ、
市民、事業者、関係団体、行政等が、中心市街地の目指すべき姿を共有しながら、そ
の実現に向けた実効性の高い事業の選択と集中を図っていく。
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事業名 まちなか賑わいづくりプロジェクト事業 法定／自主 自主

担当部・課 観光商工部・商工課 次年度方針 継続

事業費 0 1,000

所要一般財源 0 1,000

概算人件費 376 376

3

事業名 移動動態調査 法定／自主 自主

担当部・課 観光商工部・商工課 次年度方針 継続

事業費 825 825

所要一般財源 825 825

概算人件費 380 380

概要
(目的と内容)

まちなかの賑わい創出を目的とし、市民をはじ
めとした多様な主体が参加する市民協働の手法
により、地域資源を活用した取組を実施する。

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）

・まちなか誘導、回遊・交流促進事業（誘導板、案内板の整備）
・まちなか憩いの空間、緑化プロジェクト（植樹、ライトアップ）
・賑わいづくり人材育成事業（先進地視察研修、講演会等の開催、情報誌の発行）
・まちなかスペース活用事業（イベントの開催）
・まちなか景観づくり（通りの修景整備）事業
　（ブロック塀の板塀化、店舗軒先等へのバナー等の設置）
　（スマートフォンアプリ・会津古今旅帳へのデータ追加）

事業の検証
（課題認識/
今後の方針・
改善点）

・平成26年度の実行委員会立ち上げ時から、中心市街地を取り巻く状況も大きく変化
していることから、これまでの取組を検証するとともに、既存事業の継続だけではな
く、住民ニーズを踏まえた新たな取組が必要である。
・第３期中心市街地活性化基本計画の策定に合わせ、当実行委員会が取り組むべき課
題を設定した上で、組織の再編等も視野に入れながら、今後の活動方針について検討
していく。

概要
(目的と内容)

中心市街地の滞在人口や人流を調査し、商店街
等の事業検討や中心市街地活性化基本計画への
データの活用を目的に、携帯キャリア会社が保
有する契約者の位置情報を活用した移動動態調
査（滞在人口・ＯＤ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）

・令和元年度まで市の委託事業として通行量調査を実施。
・令和２年度、新型コロナウイルス感染症の影響により過去のデータとの比較が困難
と判断し、通行量調査を調査中止。
・令和３年度はこれまでの調査方法を見直し、会津若松市中心市街地活性化協議会に
おいて、携帯キャリア会社が持つ契約者の位置情報から滞在人口や人流を調査。
（取得データの活用を踏まえ、協議会を主体とし、市は負担金を交付）

事業の検証
（課題認識/
今後の方針・
改善点）

・本調査は、商店街等の民間事業者の事業検討への活用や、中心市街地の取り組むべ
き課題の設定等を目的に取得するものであるため、データの有効活用について検討が
必要である。
・本調査も含めた類似の調査から得られるデータは、市の各種施策への活用も可能と
なるため、担当課単位ではなく、全庁的な取得に向けた検討も必要である。
・今後は、令和３年度に実施した調査方法を基本としながら、調査エリアの見直しや
取得データの内容等を精査し、引き続き、データの更なる有効活用について検討して
いく。
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事業名 株式会社まちづくり会津 法定／自主 自主

担当部・課 観光商工部・商工課 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 760 760

5

事業名 野口英世青春広場管理運営事業 法定／自主 自主

担当部・課 観光商工部・商工課 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 114 114

概要
(目的と内容)

まちづくりのマネジメント機関であり、商工会
議所とともに中心市街地活性化協議会の共同設
立者である、株式会社まちづくり会津との連携
を通した各種事業の実施し、中心市街地の活性
化の推進する。

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）

平成21年度：戦略的中心市街地賑わい創出再生事業
平成23年度～平成27年度：賑わいコーディネーター育成事業
平成23年度・平成24年度：チャレンジショップ結事業
平成24年度～各種まちなか賑わい協働事業
平成30年度：歩いて暮らせるまちづくり強化プロジェクト事業（まちなかコミュニテ
ィ拠点事業）

事業の検証
（課題認識/
今後の方針・
改善点）

・中心市街地の活性化のためには、商店街等や関係団体の連携・調整が重要であり、
まちづくり会社としての積極的な関与が望まれる。
・まちづくり会社の役割は多様化しており、円滑な事業推進のためには、それを担う
人材の確保が必要である。
・引き続き、当社が行う各種事業や人材育成事業等に連携して取り組み、中心市街地
の活性化を推進していく。

概要
(目的と内容)

野口英世青春広場用地の有効活用を図ることを
目的として、民間活力による物販、飲食、情報
提供等の事業を通した集客促進、個店の魅力向
上、商店街活性化に向けた取組を促進する。

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）

平成16年度～平成25年度：市が会津若松地方土地開発公社から当該広場を取得し、償
還計画に基づき平成25年度に償還を完了。
平成17年度～　野口英世記念広場用地の使用に関する協定書（市とまちづくり会津）
に基づき、株式会社まちづくり会津が整備し、管理運営及び各種事業を実施。
・野口英世青春広場使用協定書（まちづくり会津と野口英世青春通り協議会）に基づ
き、両者による広場の利用、維持管理を実施。
平成17年度～　中小企業及び小規模企業振興条例に基づくイベント事業への支援。
令和３年度：まちづくり会津が改修を行い、リニューアルオープン。

事業の検証
（課題認識/
今後の方針・
改善点）

・広場の利用者や滞留者の増加と、商店街の活性化を図るため、広場利用者の商店街
への誘導につながる取組を行う必要がある。
・建物の老朽化や十分な店舗スペースの確保ができない状況もあり、令和３年度にリ
ニューアルしテナント募集を行ってきたが、入居状況は厳しい。
・中心市街地の主要な滞留拠点であり、商店街等への波及効果もあることから、民間
事業者と共に効果的な事業について検討・協議を行うなど、支援を継続していく。
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事業名 都市活力推進事業 法定／自主 自主

担当部・課 観光商工部・商工課 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 226 226

概要
(目的と内容)

市街地再開発事業及び優良建築物等整備事業等
の面的事業の計画策定や条件整理などの事業立
ち上げへの支援を行うため、活動する団体等に
対し、国等からの補助金の交付による財政支援
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）

平成20年度：駅前サティ周辺地区再開発検討会における協議・検討
平成21年度～平成23年度：会津若松駅前再開発協議会における協議・検討
　（※ いずれも、市は特別会員）

事業の検証
（課題認識/
今後の方針・
改善点）

・大規模空地や遊休不動産、低未利用地の有効活用のため、官民連携による事業の進
展が望まれている。
・民間事業者が行う取組について、計画策定や条件整備などの事業立ち上げへの支援
や、各種補助制度等の情報提供が求められていることから、民間活力を基本に、必要
に応じて支援を行う。
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