
令和４年度行政評価　施策評価票

主管部局・課 市民部　危機管理課

政策分野２５　生活・安全
目指す姿

交通安全、防犯、市民相談体制などが充実し、適切かつ迅速な対応により、安全で安心に生活できるまち

施策

施策番号
名称

施策の内容

施策１

交通・防犯体制の充実

施策２

市民相談・消費者保護の充実

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

交通事故発生件数 件

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 356 345 335
305

実績 202 - -

2

犯罪発生（刑法犯認知）件数 件

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 843 833 823
800

実績 453 - -

3

人 消費者講座及び学習会参加者数の延べ人数

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 500 500 500
500

実績 99 340 -

政策目標４　安全、快適な基盤づくり/政策７　災害や危機への備えの強化

関連するSDGs17のゴール

　警察や学校などの関係機関や団体などとの連携により、市民一人ひとりの交通ルール遵守
による交通安全意識の高揚や生活道路における交通安全の確保、地域における防犯意識の高
揚に努めます。

　市民が消費生活において適切な判断ができ、被害にあわないよう、被害事例などの情報提
供や被害防止の啓発などに取り組みます。また、複雑多様化する各種相談について、関係団
体等と連携し、適切かつ迅速に対応します。

交通安全白書（会津若松警察署発行）
１月１日から12月31日までの１年間の件数

　会津若松市交通安全計画に基づき交通安全対
策を推進することで目標を達成している。

生活安全白書（会津若松警察署発行）
１月１日から12月31日までの１年間の件数

　警察をはじめとする関係機関と連携を図り防
犯活動を推進することで目標を達成している。

消費者講座及び学習会参加者数

　出前講座の依頼数・参加者数の減少及び、新
型コロナウイルス感染症拡大に伴い、消費生活
講座の規模を縮小したことが要因で減少した。



２　施策の評価
施策１ 交通・防犯体制の充実

取組状況

今年度の
重点方針
（方向性）

　警察や学校などの関係機関や団体などとの連携により、市民一人ひとりの交通ルール遵守
による交通安全意識の高揚や生活道路における交通安全の確保、地域における防犯意識の高
揚に努めます。

【１】交通安全対策の推進
・令和３年度～令和７年度までの５年間に講ずべき交通安全対策全般にわたる総合的施策の
大綱として「第11次会津若松市交通安全計画」を策定した。
・関係機関・団体等と連携し、交通安全運動期間を中心とした啓発活動や、交通事故現場の
検証を実施した。
・警察、道路管理者、学校、地域とともに、通学路を含めた交通環境改善要望箇所への対応
に取り組んできた。
・交通教育専門員が行う朝の立しょう活動を通して、児童・生徒等の安全確保と交通安全指
導に取り組んできた。
・高齢者関係団体や市内の小中学校等に交通安全教室の開催を働きかけ、交通教育専門員を
講師として派遣し交通安全意識の普及に取り組んできた。
　
【２】防犯対策の推進
・関係機関・団体等との連携のもと、自転車盗難防止のツーロック啓発を実施した。
・夜間の防犯対策として、町内会が設置・管理する防犯灯の設置費用や電気料に対し補助金
交付による支援を行った。（令和３年度：設置補助 793灯、電気料補助 11,551灯）
・町内会等からの要望を受け公設防犯灯を設置した。（令和３年度：３灯）
・既設の公設防犯灯については、修繕を要する物からＬＥＤ灯への交換を行った。（令和３
年度：12灯）
・本市における、刑法犯認知数が、平成13年に過去最多の2,862件となったことを契機に「暴
力追放都市宣言（平成14年11月22日））」を行った。
・官民一体となった取組みにより、暴力団事務所は、平成18年10月に東山温泉街、平成21年
１月に一箕地区、平成22年５月に門田地区が撤去され、現在、市内には存在していない。
・平成24年７月１日に「会津若松市暴力団排除条例」を施行した。
・小中学校において、授業の一環として、暴排教育に取り組んでいる。
・市民及び事業者の暴力団排除意識の高揚を図るため、平成４年度より毎年、暴力追放市民
大会を開催している。（県民大会が４年毎に本市で開催される。）



課題認識と
今後の方針
・改善点

【１】交通安全対策の推進
・本市の交通事故の現状を踏まえ　「第11次会津若松市交通安全計画」に基づき、関係機関
・団体等との連携のもと、児童・生徒、高齢者を対象とした交通安全教室や「高齢者を交通
事故から守る日（毎月15日）」における啓発活動、自転車・自動車利用者を対象とした交通
ルール遵守・マナーアップ向上のための啓発活動等の実施により、市民への交通安全思想の
普及徹底や意識の向上を図る。
・特に近年、「あおり運転」、「ながら運転」などの危険行為等や高齢運転者による「アク
セルとブレーキの踏み間違え」が問題となっていることから、ホームページや市政だより等
を活用し、道路交通法の改正について周知を図っていく。（令和４年度は、高齢運転者の免
許制度の改正（免許更新時の運転技能検査の義務化等）など。）
・さらに「横断歩行者妨害等違反」の対策として、信号機の無い横断歩道における「交通ル
ールの遵守」及び「歩行者優先」を徹底するため、「会津ナンバーマナーアップ五か条」を
効果的に活用した啓発活動や「手上げ横断」を推進し、交通安全思想の普及を図る。
・高齢者人口の増加に伴い、高齢者の免許保有者数や交通事故に占める割合は増加傾向にあ
ることから、街頭啓発による自転車利用時及び道路横断時の注意喚起やサポカー試乗会、シ
ミュレーター等を活用した体験型交通安全教室による交通安全対策を実施していく。
・バス停に停車したバスが横断歩道を塞いでしまう等の「危険なバス停」が本市にも存在す
るため、バス事業者等と協力し、バス利用者への注意喚起等の交通安全対策を行っていく。
・また、乗用型トラクター等からの転落・転倒による事故が増加していることから、ホーム
ページや市政だより等を活用し、農繁期に併せた乗用型トラクターにおけるシートベルトの
着用徹底などの交通事故防止対策を行っていく。
・町内会等からの交通環境改善要望や通学路合同点検等の実施により、危険箇所等の交通環
境の実態を把握し、関係機関と連携して交通環境の改善に努める。
・駅前駐輪場の照明設備をＬＥＤ灯へ交換し、利用者の利便性の向上及び安全性の確保を図
るとともに、省エネ設備への改修による地球温暖化対策に寄与していく。
・子ども、高齢者、障がい者等の交通弱者に対する交通安全教室の充実に向け、研修会等の
実施により交通教育専門員の資質向上を図る。

【２】防犯対策の推進
・刑法犯認知件数は年々減少しているが、自転車盗などの窃盗犯が半数以上を占めているこ
とから、関係機関・団体等と連携し、少年防犯パトロールや自転車を対象とした街頭啓発の
際に、チラシの配布や呼びかけによるツーロック啓発活動等の防犯対策を実施する。
・町内会に対し、チラシの配布や合同説明会及びホームページ等により、防犯灯のＬＥＤ灯
への交換を推奨し、夜間における防犯対策を推進するとともに省エネ設備への改修による地
球温暖化対策に寄与していく。
・町内会等から設置要望のある公設防犯灯については、設置条件に該当するものについて順
次設置している。既存の防犯灯についても、修繕等が必要な物からＬＥＤ灯への切替を行っ
ている。今後は、地区要望や地域の実情に配慮した、適正かつ計画的な整備を推進するとと
もに、老朽化した灯具については、段階的にＬＥＤ灯へ更新していく。
・児童、生徒が、あらゆる暴力行為の被害を受けないよう、教育委員会と連携し発達段階に
応じた暴排教育の取組を推進する。



施策２ 市民相談・消費者保護の充実

取組状況

今年度の重
点方針

（方向性）

　市民が消費生活において適切な判断ができ、被害にあわないよう、被害事例などの情報提
供や被害防止の啓発などに取り組みます。また、複雑多様化する各種相談について、関係団
体等と連携し、適切かつ迅速に対応します。

【１】消費者保護の推進
　平成23年度に消費生活センターを設置し、消費生活相談員の専門的知識の習得に努めるな
ど、消費生活相談体制の整備及び強化を図ってきた。
　消費生活講座や出前講座の実施、また市の広報手段やパンフレット等を活用した消費者ト
ラブル防止の啓発を行い、消費の知識の習得・啓発事業の推進に努めた。
　多重債務者対策庁内連絡会議やなりすまし詐欺防止相談窓口研修会を開催し、健康福祉部
等庁内関係部署や警察署と情報交換、相談体制の再確認等を行い連携を強化している。
　令和３年度に磐梯町・猪苗代町と消費生活相談の広域的対応として、本市消費生活センタ
ーにて相談業務を開始した。毎月、相談概要を報告し２町と連携を図っている。
【２】市民相談体制の充実
　無料法律相談や各種団体の協力による専門相談会を定期的に開催し、市民の不安解消に努
めている。
【３】人権が侵害されることのない社会づくり 
・女性相談員２名を配置して相談体制の充実・強化を図ることにより、離婚やＤＶ等の複雑
な相談内容への早期支援に努めてきた。
　新型コロナウイルス感染症に関連する不当な差別、偏見等の相談についても、チラシ等に
よる差別解消の啓発と人権相談窓口の周知を行ってきた。

課題認識と
今後の方針
・改善点

【１】消費者保護の推進 
　消費者を取り巻く状況は日々変化し、相談内容も複雑多様化している。消費者の安全・安
心に向けた一層の取組が求められていることから、消費生活相談員の専門知識の習得や交渉
力等の向上のため、計画的な各種研修への参加促進を図る。また、国民生活センターや健康
福祉部等庁内関係部局等と連携し、積極的な啓発活動を通して消費者への注意喚起を図るほ
か、消費者教育につなげることで、消費者の安全・安心の確保と消費生活相談体制の充実を
図る。さらに、相談業務のＤＸ化にむけて国が示すスケジュールに沿って対応を進めるとと
もに、人や社会、環境に配慮した消費行動である「エシカル消費」についても啓発に取組む
。
　消費者被害の未然防止を図るため、相談内容の最新事例や傾向を踏まえた出前講座等の充
実を図る。また、相談や被害件数が急増している事例について、既存の周知方法に加え市の
公式ＳＮＳを活用した速やかな情報提供に努める。
　なりすまし詐欺対策として警察との情報共有、情報発信等の連携を強化してきたところで
あり、今後もより一層の連携強化を図りながら、詐欺被害の防止につなげていく。特に消費
者被害に遭いやすいひとり暮らしの高齢者に対して、高齢福祉課と連携しながら、啓発を行
う。  
　令和４年４月１日の成年年齢引き下げによる、若年者の悪質商法の被害が懸念されるため
、県と連携しながら、学校に対し出前講座の活用を促し、さらに、若年者に対する市の公式
ＳＮＳ等を活用した啓発を強化する。
【２】市民相談体制の充実
　相談内容が複雑多様化しており、市民の身近な相談窓口の拡充が求められている。このた
め、司法書士会や行政書士会等の関係団体、健康福祉部等庁内関係部局等と連携し、関係団
体や市が実施する法律相談会等各種専門相談会の開催について、様々な広報手段を活用した
周知を行うとともに、相談内容に応じた専門相談会の案内を行い、問題解決につなげていく
。
　各種専門相談会の開催については、開催形態を電話相談に切り替えるなど、新型コロナウ
イルス感染症対策のため実施してきた経過にある。感染症対策をはじめとする社会状況の変
化に迅速に対応でき、さらに相談者が利用しやすい様々な相談の手法について関係団体と協
議しながら検討していく。
【３】人権が侵害されることのない社会づくり
・相談件数は毎年増加傾向にあり、相談内容もＤＶや離婚、経済問題、住宅問題、職業問題
等、多岐にわたり複雑化していることから、相談者のニーズに応じた支援ができるよう、相
談員の研修参加等による資質向上を行うとともに、関係機関との連携強化を図る。
・市政だよりへの記事掲載やＤＶ防止街頭啓発キャンペーン等を通して、相談窓口の周知活
動を実施することにより、ＤＶ等の問題に対し、早期支援が図られるよう努める。
　新型コロナウイルス感染症に関連する不当な差別、偏見等の相談については、法務局や関
係団体・庁内関係部局等と連携し、チラシ等による差別解消の啓発や人権相談窓口の周知に
努める。
　また、犯罪被害者等が置かれている状況に理解を深め、必要な支援を行うため、県警やふ
くしま被害者支援センター・庁内関係部局と連携し支援体制を整える。あわせて、犯罪被害
者等への見舞金等の支給についても検討していく。



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

通学路安全推進事業 教育委員会　学校教育課

青少年健全育成事業 教育委員会　教育総務課あいづっこ育成推進室

市道舗装整備事業・道路維持修繕事業 道路課

４　施策の最終評価

4－1

4－2

30－2

・政策分野25「生活・安全」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「交通・防犯体制の充実」については、令和３年度からの５年間を計画期間とする「第11次会津
若松市交通安全計画」を策定したところであり、高齢者をはじめとする交通安全対策等に取り組むととも
に、引き続き各種防犯灯のLED化などの防犯対策にも取り組んでいく。
・施策２「市民相談・消費者保護の充実」については、引き続き関係機関と連携しながら、消費者保護や
相談体制の整備、差別解消等に取り組むとともに、新たに、見舞金等の支給など犯罪被害者等支援につい
ても取り組んでいく。



５　事務事業一覧

番号 事務事業名 担当部・課

施策１　交通・防犯体制の充実

1 ◎ 3.6 交通対策事業 継続 市民部　危機管理課

2 ◎ 3.6 交通安全推進事業 継続 市民部　危機管理課

3 ◎ 3.6 交通教育専門員事業 継続 市民部　危機管理課

4 ◎ 16.1 防犯灯設置等補助事業 継続 市民部　危機管理課

5 16.1 暴力追放事業 継続 市民部　危機管理課
施策２　市民相談・消費者保護の充実

1 ◎ 12.8 消費者保護 継続 市民部　環境生活課

2 ◎ 12.8 市民相談（無料法律相談・一般相談） 継続 市民部　環境生活課

3 ◎ 女性福祉相談室相談業務 継続 健康福祉部　こども家庭課

4 16.1 人権啓発事業 継続 市民部　環境生活課

5 16.1 犯罪被害者等支援事業（遺族見舞金支給等） 新規 市民部　環境生活課

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　交通・防犯体制の充実

1

事業名 交通安全対策事業（会津若松市交通対策協議会） 法定／自主 自主

担当部・課 市民部　危機管理課 次年度方針 継続

事業費 116 116

所要一般財源 116 116

概算人件費 3,497 3,497

2

事業名 交通安全推進事業 法定／自主 自主

担当部・課 市民部　危機管理課 次年度方針 継続

事業費 1,047 1,047

所要一般財源 1,047 1,047

概算人件費 1,805 1,805

概要
(目的と内容)

　会津若松市交通対策協議会に負担金を交付し
、協議会の活動を通して、市内における交通安
全確保並びに、円滑かつ快適な交通環境を確立
するため、市交通安全計画に基づき、関係機関
及び団体等と連携した交通安全施策の実施に努
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）

・令和３年度～令和７年度までの５年間に講ずべき交通安全対策全般にわたる総合的
施策の大綱として「第11次会津若松市交通安全計画」を策定した。
・交通対策協議会の事業として、市民大会、交通安全パレード、新入学児童・生徒及
び保護者を対象とした啓発活動、毎月10日を「高齢者を交通事故から守る日」と定め
た啓発活動、高校生を対象とした自転車マナーアップ街頭啓発、高齢者を対象とした
参加・体験型の交通安全教室等を実施した。

事業の検証
（課題認識/
今後の方針・
改善点）

・交通事故発生件数は年々減少しているが、高齢者が占める割合は増加傾向にある。
・本市の交通事故の現状を踏まえ、「第11次会津若松市交通安全計画」に基づき、関
係機関等と連携し、交通安全対策を推進する。
・市政だより・ホームページ等を活用し、道路交通法の改正をはじめとする交通安全
対策に関する様々な情報を周知していく。
・サポカーやシミュレーター等を活用した交通安全教室の開催、信号機のない横断歩
道における「歩行者優先の徹底」の周知、「手上げ横断」の推進、「会津ナンバーマ
ナーアップ五か条」を活用した交通安全対策等を実施していく。

概要
(目的と内容)

　交通安全を推進するため、会津若松地区交通
安全協会、会津若松市交通安全母の会連合会の
活動を支援するとともに、交通安全運動期間を
中心に啓発活動を行い、交通安全意識の高揚と
交通事故発生件数の減少を図る。

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）

・町内会等からの交通環境改善要望に対し、関係機関・団体等と連携し、対応を検討
した。（令和３年度要望件数　町内会：10件、その他：20件）
・交通関係機関等と連携し危険個所の現場検証等を行い、交通環境の改善に努めた。
・駐輪場の管理運営を行い、通勤・通学者の利便性の向上に努めた。（市内８箇所）
・福島県市民交通災害共済の周知に努め、市民の加入促進を図り、被災者への見舞金
等の支払いを行った。

事業の検証
（課題認識/
今後の方針・
改善点）

・本市においては、年間150件を超える人身事故が発生していることから、交通事故発
生状況の検証及び危険個所の現場検証を行い、交通実態に応じた交通環境の改善を図
るとともに交通関係団体等への支援を行い交通事故防止に努める。
・駅前駐輪場の照明設備をＬＥＤ灯へ交換し、利用者の利便性の向上及び安全性の確
保を図るとともに、省エネ設備への改修による地球温暖化対策に寄与していく。
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事業名 交通教育専門員事業 法定／自主 自主

担当部・課 市民部　危機管理課 次年度方針 継続

事業費 5,520 5,249

所要一般財源 5,520 5,249

概算人件費 4,136 4,136

4

事業名 防犯灯設置等事業 法定／自主 自主

担当部・課 市民部　危機管理課 次年度方針 継続

事業費 27,641 25,531

所要一般財源 27,641 25,531

概算人件費 4,031 4,031

5

事業名 暴力追放事業 法定／自主 自主

担当部・課 市民部　危機管理課 次年度方針 継続

事業費 50 50

所要一般財源 50 50

概算人件費 1,467 1,467

概要
(目的と内容)

　交通教育専門員を交通安全教室に講師として
派遣し、交通安全思想の普及を図る。
　また、市内の通学路において、朝の立しょう
活動を通して、交通安全指導による交通事故防
止対策に努める。

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）

・高齢者関係団体、幼稚園、小学校、町内会等が開催する交通安全教室へ交通教育専
門員を講師として派遣した。（令和３年度受講者数：6,392人 ※前年比1,093人増）
・小学校の通学路における朝の立しょう活動を通して、児童・生徒の安全確保と交通
安全指導に努めた。
・関係機関等と連携を図り、高齢者の交通事故防止対策や自転車マナーアップ等の啓
発活動を行った。

事業の検証
（課題認識/
今後の方針・
改善点）

・専門員の高齢化に加え、今後は後継者不足も想定されることから、関係機関等と情
報共有を図りながら早期の後任確保に努めるとともに、立しょう箇所の検証等も行っ
ていく。
・交通安全教室の充実に向け、研修会等の実施による専門員の資質向上を図る。
・小学校の通学路における朝の立しょう活動を通して、児童・生徒の安全確保と交通
安全指導に努める。

概要
(目的と内容)

　町内会で設置する防犯灯について、設置工事
費及び電気料金の一部を補助することにより、
夜間における犯罪の発生防止と地域の安全を確
保する。
　また、町内会区域外の通学路等を対象に公設
防犯灯を設置し、維持管理する。

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年度の町内会への補助状況（設置補助：793灯(前年比-285灯）、電気料補助
：11,551灯（前年比+75灯））
・町内会が維持管理する防犯灯のＬＥＤ化率：約65％（令和４年３月末時点）
・町内会からの要望で設置した公設防犯灯件数（令和元年度：４灯、令和２年度：６
灯、令和３年度：３灯、令和４年度：３灯予定）
・公設防犯灯のＬＥＤ化率：約50.8％（令和４年３月末時点）

事業の検証
（課題認識/
今後の方針・
改善点）

・町内会が維持管理する防犯灯のＬＥＤ化率は約65％であることから、100％を目指し
、町内会に対し補助制度等の更なる周知を図る。
・公設防犯灯の設置及び維持管理については、地区要望や地域の実情に配慮し、公正
かつ計画的に整備を推進する。

概要
(目的と内容)

　あらゆる暴力行為を根絶し平和で住みよいま
ちづくりを実現するため、暴力追放会津若松市
民会議に負担金を交付し、市民会議の事業を支
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）

・暴力追放都市宣言（平成14年11月22日)、会津若松市暴力団排除条例施行（平成24年
７月１日）
・暴力団事務所は、平成18年10月に東山温泉街、平成21年１月に一箕地区、平成22年
５月に門田地区が撤去され、現在、市内には存在していない。
・平成４年度より毎年、暴力追放市民大会を開催。(県民大会は４年毎に本市で開催）
・令和３年の暴力団員の犯罪における検挙数（14件（前年比＋７件））

事業の検証
（課題認識/
今後の方針・
改善点）

・現在、市内に暴力団事務所は存在しないが、暴力団員の犯罪は検挙されている。
・暴力排除意識の普及と高揚を図るため、関係機関・団体等と連携し、市民大会の開
催や市政だより・ホームページ等を活用した広報及び啓発活動等を展開していく。
・児童・生徒があらゆる暴力行為の被害に遭わないよう、教育機関と連携し、暴排教
育の取組を推進する。



施策２　市民相談・消費者保護の充実

1

事業名 消費者保護 法定／自主 自主

担当部・課 市民部・環境生活課 次年度方針 継続

事業費 7,749 7,841

所要一般財源 7,649 6,086

概算人件費 1,400 1,400

概要
(目的と内容)

　消費生活センターを設置し、消費生活相談員
が消費生活に関するトラブルの相談に応じる。
　消費の知識の習得、意識の向上に向けて、消
費生活講座や出前講座等の実施、さらに広報や
啓発により消費者トラブルの未然防止に努め、
安全で安心な消費活動に繋げていく。

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）

　平成23年度に消費生活センターを設置し、消費生活相談員の専門的知識の習得に努
めるなど、消費生活相談体制の整備及び強化を図ってきた。
　消費生活講座や出前講座の実施、また市の広報手段やパンフレット等を活用した消
費者トラブル防止の啓発を行い、消費の知識の習得・啓発事業の推進に努めた。
　多重債務者対策庁内連絡会議やなりすまし詐欺防止相談窓口研修会を開催し、健康
福祉部等や警察と情報交換、相談体制の再確認等を行い連携を強化している。

事業の検証
（課題認識/
今後の方針・
改善点）

・消費者を取り巻く状況は日々変化し、相談内容も複雑多様化していることから、関
係団体・庁内関係部局等と連携した対応等、相談体制の充実が求められているため、
市民の相談窓口である消費生活センターでは、消費生活相談員の専門知識の習得や交
渉力等の向上のため、計画的な各種研修への参加促進を図るとともに、相談業務のＤ
Ｘ化にむけて対応を進める。
・出前講座や各種消費者教室の活用により、消費者教育へとつなげるため、相談内容
の最新事例や傾向を踏まえたテーマを設定し、開催していく。また、開催にあたって
は、新型コロナウイルス感染症の状況により、開催時期や方法等を検討し実施してい
く。さらに、環境に配慮した消費行動である「エシカル消費」についても、消費者教
室や広報等により、周知・啓発を進めていく。
・消費者被害を未然に防止するため、高齢者から若年者まで幅広く、世代に応じた消
費者教育・啓発、情報提供に努める必要がある。特に、被害に遭いやすいひとり暮ら
しの高齢者に対しては、高齢福祉課と連携し、きめ細やかな啓発に努める。また、令
和４年４月から成年年齢が20歳から18歳に引き下がり、悪質商法の被害が懸念される
若年者への消費者教育の強化が重要となっていることから、教育機関等と連携し、学
校に対し被害の多い事例の紹介・注意喚起のほか、出前講座の活用を依頼する。さら
に若年者や保護者にむけて、「あいづっこＷＥＢ」や市の公式ＳＮＳなどソーシャル
メディアを活用した、周知・啓発を強化していく。
・相談内容では、悪質商法や、インターネットを利用した際のトラブルに関する相談
が増加していることから、相談や被害件数が急増している事例や、相談窓口である消
費生活センター及び消費者ホットライン「１８８」について、既存の周知方法に加
え、市の公式ＳＮＳを活用し、速やかな情報提供を行うことで、被害の未然防止を図
り、消費者の安全・安心の確保に努めていく。
・なりすまし詐欺については、手口が巧妙化しており、なりすまし詐欺防止ふくしま
ネットワークの庁内窓口や警察等と連携し、情報共有や研修会を行ってきた。引き続
き、警察等関係機関と連携し、市政だよりやホームページ、あいべあ等、市の広報や
街頭啓発等による注意喚起を行い、市民の危機意識の醸成に努め、詐欺被害の未然防
止につなげていく。
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事業名 法定／自主 自主

担当部・課 市民部・環境生活課 次年度方針 継続

事業費 663 663

所要一般財源 663 663

概算人件費 2,166 2,166

3

事業名 女性福祉相談室相談業務 法定／自主 自主

担当部・課 健康福祉部・こども家庭課 次年度方針 継続

事業費 6,995 6,995

所要一般財源 4,586 4,586

概算人件費 542 542

市民相談（無料法律相談等）

概要
(目的と内容)

〇専門相談
　市民からの民事に関する相談等に対し、有資
格者による無料の専門相談会を定期開催する。
〇一般相談
　市民からの行政や民事に関する一般的な相談
等に、職員が直接対応する。 

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）

　次の専門相談会を各種団体の協力により定期的に開催し、市民の不安解消に努めて
いる。
〇無料法律相談（月１回）　〇無料登記相談（月１回）　〇宅地建物相談（奇数月）
〇行政書士相談（偶数月）　〇社会保険労務士相談（奇数月）
〇特設人権相談（年５回程度、７会場）　〇行政相談（年７回、21会場 ）、ほか

事業の検証
（課題認識/
今後の方針・
改善点）

・市民から寄せられる各種相談内容は、少子高齢化に起因した相続問題や財産管理の
トラブル等が年々、増加傾向にあることから、市民相談実施の必要性は高い。市民の
不安解消等のため、毎月開催している弁護士の無料法律相談などの専門相談会の開催
については、市民が専門家に相談できる身近な窓口であり、司法書士会や行政書士会
等の関係機関と連携しながら、相談体制の充実に努め、問題解決につなげていく。
・市政だより・ホームページ等により、相談内容に応じた専門相談会の開催を周知し
ていく。また、相談実績をまとめた資料をホームページで公表し、事業内容を情報発
信していく。

概要
(目的と内容)

　売春防止法第35条第２項の規定に基づき、市
福祉事務所内に女性相談員を設置し、要保護女
子等の発見に努め、相談に応じ、必要な指導等
を行っている。

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23年度より、離婚の増加やＤＶなどの複雑な相談内容にきめ細かに対応するた
め、女性相談員を２名体制とし、相談体制の充実を図ってきた。
　また、相談時間内に来室できない場合は、事前予約により勤務時間外の相談にも対
応している。また、専門研修に参加し、相談員の資質向上を図りながら相談体制の充
実を図っている。

事業の検証
（課題認識/
今後の方針・
改善点）

・ＤＶ被害や離婚相談についての「夫婦間の問題」や、家族内のトラブル、子どもの
親権取得についての「家族の問題」における相談の割合が高い傾向にある。
・相談内容も、ＤＶや離婚、経済問題や住宅問題など、多岐にわたり複雑化している
ため、早期かつ適切に対応する必要がある。
・研修会受講等により、相談員の資質向上を図るとともに、適切な支援策に確実につ
ないでいくために、関係機関とのさらなる情報共有に努めていく。
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事業名 人権啓発事業 法定／自主 自主

担当部・課 市民部・環境生活課 次年度方針 継続

事業費 400 400

所要一般財源 311 311

概算人件費 226 226

5

事業名 犯罪被害者等支援事業（遺族見舞金支給等） 法定／自主 自主

担当部・課 市民部・環境生活課 次年度方針 新規

事業費 0 1,300

所要一般財源 0 650

概算人件費 0 376

概要
(目的と内容)

　人権啓発活動により、市民の人権尊重思想の
普及・高揚を図る。
　人権相談や人権啓発活動を担う若松人権擁護
委員協議会に補助金を交付してその活動を支援
し、市民の不安解消や理解促進につなげる。

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）

　人権啓発活動として市内の小学校３校を毎年選定して取り組む「人権の花」運動等
を、県の委託を受けて平成21年度より実施し、市民の人権尊重思想の普及・高揚が図
られるよう努めている。
　人権相談などを担う若松人権擁護委員協議会に補助金を交付し、その取組を支援し
ている。また、人権相談窓口について、市政だよりや市ホームページ等を活用して市
民に周知を行い、不安解消や理解促進につなげている。

事業の検証
（課題認識/
今後の方針・
改善点）

・人権問題は、不当な差別や偏見等による人権侵害など、年々、複雑多様化している
ため、「人権の花」運動等の市民参加型の啓発事業等を法務局等関係団体・庁内関係
部局等と連携して実施し、人権問題への理解促進に努める。
・人権相談などを担う若松人権擁護委員協議会への補助金交付を継続する等、その取
組を引き続き支援し、人権擁護委員と連携を強化することで市民の不安解消や人権問
題の解決、理解促進につなげていく。
・新型コロナウイルス感染症に関連する不当な差別や偏見等も根強くあるため、その
解消にむけ、人権相談の窓口である法務局が実施する無料相談会や電話相談の連絡先
を市の広報を活用して広く周知し、市民が気軽に相談できる場について情報提供して
いく。

概要
(目的と内容)

　犯罪等により被害を受けた方及びそのご家族
やご遺族（犯罪被害者等）が必要とする情報提
供を行うほか、関係機関との連携等により支援
する。また、犯罪被害者等が受けた犯罪等によ
る経済的負担の軽減を図るため、遺族見舞金・
重傷病見舞金・転居費用助成金を支給する。

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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