
令和４年度行政評価　施策評価票

主管部局・課 市民部　環境生活課

政策分野３６　地域自治・コミュニティ
目指す姿

地域コミュニティの主体的で活発な活動により、強い絆のもと特色ある地域づくりが進むまち

施策

施策番号
名称

施策の内容

施策１

地域コミュニティへの支援

施策２

地域主体のまちづくりの推進

施策３

中山間地域の活力の向上

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

町内会加入率 ％

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 92.0 92.0 92.0
92.0

実績 91.2 91.2 ―

2

地域づくり活動組織数 団体 活動を継続している組織数

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 5 6 7
10

実績 5 5 －

政策目標５　豊かで魅力ある地域づくり/政策９　ひとの力を活かした地域活力の創造・再生

関連するSDGs17のゴール

　地域コミュニティ活動を活発にするため、市民の地域コミュニティ活動への参加意識を醸
成し、自治による自主自立のまちづくりを進めます。また、町内会をはじめとした地域の団
体の活動の活性化及び組織力の強化を支援していきます。

　地域の活性化や個性あふれる地域づくりに向けて、地域の実情を踏まえ、地域のことを市
民が自ら考え、地域の活性化や課題解決に向けて取り組むことができるよう、地域による主
体的なまちづくりを支援していきます。

　人口減少や高齢化が進む中山間地域の集落においても、地域の担い手の育成や集落間の連
携強化などにより安全安心な生活環境を維持し、地域活力を向上するための仕組みづくりを
進め、中山間地域の特色を活かした地域振興を図ります。

全世帯数に占める町内会加入世帯数の割合

　マンションやアパート等の集合住宅入居世帯
が加入する割合が低調な状況にある一方で、加
入率は90％台を維持している。

当初の北会津・河東・湊の３地区のモデル地区
の取り組みの成果が認知され、他地域にも取組
が増えており、目標通り達成されている



２　施策の評価
施策１ 地域コミュニティへの支援

取組状況

今年度の
重点方針
（方向性）

　地域コミュニティ活動を活発にするため、市民の地域コミュニティ活動への参加意識を醸
成し、自治による自主自立のまちづくりを進めます。また、町内会をはじめとした地域の団
体の活動の活性化及び組織力の強化を支援していきます。
【１】町内会、区長会活動への支援
　市と市区長会とが協働で、組織活性化に結びつくような各種支援策を検討し、町内会活動
ガイドブックの作成と配布、市区長会のホームページ開設や、町内会加入促進チラシの作成
と活用の呼びかけ、市区長会における地区区長会交付金制度の創設支援など、町内会や市区
長会活動への支援に取組んだ。また、市・市区長会・県宅地建物取引業協会会津若松支部と
で「町内会への加入促進に関する協定」を締結し、町内会への加入促進に取り組んでいる。
【２】市民憲章の推進
　市民憲章の周知と実践を呼びかけるための事業の実施をはじめ、市民憲章の推進にむけて
、市民憲章文ポスターを学校や集会所等に掲示を依頼、また、市民憲章制定50周年記念式典
の開催や記念看板を設置、さらに新年市民交歓会などの機会を捉え、市民憲章文の唱和や、
成人式においてはチラシを配布するなど、若年層をはじめとする市民に対し、普及と啓発活
動に努めている。
　市民憲章を推進する市民憲章推進委員会が行う事業や組織の活性化を支援している。
【３】コミュニティセンターの運営及び活性化
　平成18年度から指定管理者制度に移行、平成19年度からは非公募での指定管理者の指定を
行っている。また社会経済情勢の大幅な変動などにも対応を可能とするため、平成21年度に
は精算方式に改めた。
　平成26年度からコミュニティセンター連絡協議会と連携して、コミュニティセンター活性
化のための研修会を開催し、積極的に利活用されるための支援に努めている。また、利用者
アンケートにおいて要望が多かったトイレの洋式化や集会室への冷暖房設備設置について検
討を行い、平成29年度から順次整備を行っている。
　平成30年度から9館全てのコミュニティセンターの指定期間を統一し、協定において地域コ
ミュニティの育成、発展及び活性化に係る業務に積極的に取り組むよう規定した。令和2年度
は、新型コロナウイルス感染症対策ガイドラインを策定し、感染対策を行いながら施設の利
活用を進めている。

課題認識と
今後の方針
・改善点

【１】町内会、区長会活動への支援
　高齢化や人口減少、価値観の多様化などにより、地域活動の担い手が不足し、地域内のつ
ながりが希薄化している。地域の活性化や防犯・防災、福祉など様々な地域課題の解決に向
けて、地域と行政が共に考え、取り組んでいくことが必要となっている。このことから地域
コミュニティの基礎である町内会の活動促進や加入促進について市区長会と連携を図りなが
ら、より効果的な支援策を検討し実施していく。まずは、町内会交付金の透明性確保のため
、町内会に公的口座への移行を促していく。さらに、市が区長に依頼している各種事項を調
査し内容の把握や整理を行い、区長の事務負担軽減に繋がる方策を検討する。また、集落案
内標識の落下等危険防止のため、計画的かつ効率的な点検を行い適切な維持管理に努める。
【２】市民憲章の推進
　市民憲章のさらなる市民への理解促進を図るため、市政だより等広報手段を活用したPR、
鶴ヶ城クリーンアップ作戦や花いっぱい運動等の市民憲章事業を通し、市民憲章の普及と啓
発に努める。また、活動の中心となる市民憲章推進委員会と連携し、市民憲章の理念の実践
による住みよいまちづくりに向け取り組んでいく。市民憲章推進委員会に対しては、組織力
強化のため、学校や市内事業所・団体等に市民憲章活動への参加を促すことで委員会の活性
化・市民憲章推進委員会の加入につながるよう支援していく。さらに、事業の実施にあたっ
ては、ゼロカーボンシティ会津若松宣言の取組と関連した事業内容を検討し、環境に配慮し
た事業を進めていく。
【３】コミュニティセンターの運営及び活性化
　施設の老朽化、利用者の高齢化、ニーズの変化等を踏まえ、公共施設等総合管理計画に基
づく計画的・効率的な維持管理や改修等を実施するとともに、施設機能の向上を図るため、
インターネット環境の整備やゼロカーボンシティ会津若松宣言の取組を推進するため、コミ
ュニティセンターの照明ＬＥＤ化にむけて取組を進める。新型コロナウイルス感染症対策ガ
イドラインに基づいた感染拡大防止の取組を行いながら、コミュニティセンターが交流の場
・地域活動の拠点としてより多くの住民の方々に利用していただけるよう地域や指定管理者
・関係団体・庁内関係部局等と連携し、コミュニティセンターを核とした地域コミュニティ
の育成、発展及び活性化につながる施設のあり方について意見交換を行っていく。



施策２ 地域主体のまちづくりの推進

取組状況

今年度の重
点方針

（方向性）

地域の課題解決に取り組む新たな地域づくり活動を市内全域に横展開していくため、令和３
年度に類似の補助制度を統合して新設した「地域づくりビジョン推進事業補助金」の制度内
容や取組事例などの周知を行うとともに、湊地区以外の地域づくり活動組織にも集落支援員
を配置するなどの人的支援制度の拡充についても併せて検討していく。また、地域づくり活
動はもとより、全市的な新たな取組に対し、地域おこし協力隊の活用が図られるよう、庁内
への情報提供等に努めていく。

【１】地域づくり活動への支援
・令和３年度に地域づくり関連の補助制度を統合し、「地域づくりビジョン推進事業補助金
」を新設した。
＜北会津地域づくり委員会＞
・平成27年設立、令和２年地域づくりビジョン策定
・主な取り組み：●ホタルの森公園内環境美化活動●公共交通の再編（ふれあい号）●まち
づくり推進ニュースへの掲載●地域づくりフェス●支所庁舎利活用
＜河東地域づくり委員会＞　
・平成27年設立、令和２年地域づくりビジョン策定
・主な取組：●生活習慣病予防●高齢者の居場所づくり●交通安全・防犯啓発活動●防災意
識の普及●環境美化活動●地域内飲食店ガイドブック作成●公共施設活用検討●地域内交通
「みなづる号」の運営●高齢者芸能発表会支援●防犯カメラ設置支援●皆鶴姫・義経衣装リ
ニューアル支援●委員会ニュースの発行　
＜みんなと湊まちづくりネットワーク＞
・平成27年設立、平成27年地域づくりビジョン策定、令和元年NPO法人化、集落支援員配置
・主な取組：●湊交流バス●お出かけふれあいサロン●湊産農産物直売所●もちそばまつり
●スポ少サポーター●サギソウ展●炭焼き●山城調査
＜大戸まちづくり協議会＞
・令和２年設立、令和２年地域づくりビジョン策定
・主な取組：●竹活用事業●大戸マルシェ●特産品開発●支え合いの仕組みづくり検討●健
康づくり●ボランティア輸送実証●生涯学習の推進検討●地域と連携した特色ある教育環境
づくり●川柳コンテスト
＜永和地区地域づくり協議会＞
・令和元年設立。
・令和３年度より地域づくりビジョン策定ワークショップ開始。令和４年地域づくりビジョ
ン策定。

【２】北会津・河東地域審議会、北会津・河東地域連携会議
・北会津及び河東地域においては、合併後、市の付属機関である「地域審議会」を設置し、
新市建設計画の執行状況などを調査・審議し、答申を行ってきたが、設置期間の満了に伴い
、後継組織として「地域連携会議」を設置した。

【３】地域おこし協力隊・集落支援員事業
・地域づくり活動を住民の無償ボランティアのみで担うには限界があり、地域おこし協力隊
や集落支援員制度を活用した人的支援を行っていく。

課題認識と
今後の方針
・改善点

【１】地域づくり活動への支援
・各地域の地域づくり活動は、地域づくりビジョンの策定や活動の実践等を通じてコミュニ
ティの醸成や協働のまちづくりへの理解が進んでいるが、高齢化による各種団体の活動の低
下などの課題を抱えており、若年層の取り組み方法や運営体制（事務局機能等）、気軽に集
える活動拠点等について地域と協働により検討していく。
・令和３年度、類似の補助制度を統合し、「地域づくりビジョン推進事業補助金」を新設。
今後、他地域への横展開を図るため、制度内容や取り組み事例などの周知を行っていく。
・地域の実情・段階に応じて集落支援員の配置など人的支援も検討していく。

【２】北会津・河東地域連携会議
・地域の声を市政に反映させるため、新市建設計画の事業の検証や地域のまちづくりについ
て取り組んでいくとともに、地域づくり委員会との意見交換を継続していく。

【３】地域おこし協力隊・集落支援員事業支援事業
・地域づくり活動を住民の無償ボランティアのみで担うには限界があり、地域おこし協力隊
や集落支援員制度を活用した人的支援を行っていく。
・令和5年度より河東地区への集落支援員の設置を検討していく。



施策３ 中山間地域の活力の向上

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

10-4 基幹集落センター管理運営事業 農政部・農政課

４　施策の最終評価

今年度の重
点方針

（方向性）

　中山間地域の活力向上のため、湊地区において実証した生活支援システムについては、運
用支援を継続していくとともに、湊地区と同様の地域課題を有する大戸地区へ横展開し、さ
らなる活用・定着を図るとともに、他地域においても、当該システムの活用横展開による地
域づくり活動の活発化について検討していく。

【１】中山間地域等地域づくり支援事業
・大戸地区と湊地区において、県のサポート事業を活用した地域づくりの取組みを実施。（
闇川地区（H21～22）、上雨屋地区（H21～24）、湊地区地域活性化協議会（H27～））
・国の「どぶろく特区」認定を取得し、新たな地域資源の創出による地域の活性化を図る。
（平成24年度）
・「会津若松市中山間地域連絡調整会議」を設置し、庁内での意識共有や事業マネジメント
を図る。（平成25年度～）　
・湊町原地区において「はら笑楽交プロジェクト実行委員会」が、旧原小学校を改修（H29.7
オープン）し活動を開始（平成28年度～）

【２】ＩＣＴを活用した中山間地域づくり事業
・中山間地域の活力向上およびコミュニティづくりのため、湊地区に、生活支援（情報配信
）システムの構築、通信網の整備、デマンド型乗合自動車の導入・運用を図る「中山間地域
生活支援システム」を構築し、その実証を行った。地方創生推進交付金による実証は平成30
年度で終了したが、地域住民主体による事業を継続してきた。みなとバスについては、持続
的な運行に向け、令和3年10月から自家用有償旅客運送の登録を行った。
・令和4年度に大戸地区において中山間地域づくり生活支援システムを導入し、地域の課題解
決に資する活用体制の構築を行った。

課題認識と
今後の方針
・改善点

【１】中山間地域等地域づくり支援事業
・中山間地域では急速に少子高齢化が進行しており、将来的な集落機能の維持と地域の活性
化を図るために、湊・大戸地区において、地域の住民や団体とともに、地域ニーズの把握、
ビジョン策定、ビジョンに基づく活動を行ってきた。
・庁内関係部署が情報共有・連携して各地域の住民主体の地域づくり活動を支援するととも
に、活動と連携して地域資源や既存施設の有効活用策を調査研究し、具体的な実践・成功事
例を積み上げ、他地域に取組を広げていく。

【２】ＩＣＴを活用した中山間地域づくり事業
・地区内で生活支援システムの有用性の理解が進んでいるところであり、自走性の向上に向
けて事業を継続していく。
・また、湊地区及び令和4年度にシステム導入した大戸地区における中山間地域生活支援シス
テムの活用促進・定着を図り、また、他地域においても当該システムの活用による地域づく
り活動の活発化について検討していく。 

・政策分野36「地域自治・コミュニティ」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「地域コミュニティへの支援」については、区長会の負担軽減やコミュニティセンターの環境整
備などを図り、引き続き地域コミュニティへの支援に取り組んでいく。
・施策２「地域主体のまちづくりの推進」については、地域の課題解決の推進と地域づくり組織活動の更
なる充実に向け、新たな地域おこし協力隊の配置を検討するなど、積極的な人的支援に取り組んでいく。
・施策３「中山間地域の活力の向上」については、中山間地域生活支援システムの導入成果を踏まえ、他
地域への横展開について検討していく。



５　事務事業一覧

番号 事務事業名 担当部・課

施策１　地域コミュニティへの支援

1 ◎ 柱２ 17.17 町内会活動事業 継続 市民部　環境生活課

2 ◎ 柱２ 17.17 区長会補助事業 継続 市民部　環境生活課

3 ◎ 柱２ 11.7 コミュニティセンター運営事業 継続 市民部　環境生活課

4 柱３ 11.7 八田地区交流センター運営費 継続 企画政策部　河東支所住民福祉課

5 柱２ 11.7 継続 市民部　環境生活課

6 ◎ 柱２ 17.17 市民憲章推進事業 継続 市民部　環境生活課

7 柱２ 11.7 集落案内標識維持管理事業 継続 市民部　環境生活課

8 柱２ 17.17 コミュニティ助成事業 継続 市民部　環境生活課
施策２　地域主体のまちづくりの推進

1 ◎ 柱２ 11.17 地域づくりビジョン推進事業補助金 継続 企画政策部　地域づくり課

2 ◎ 柱２ 11.17 地域づくり活動支援事業（北会津地域づくり委員会） 継続 企画政策部　北会津支所　まちづくり推進課

3 ◎ 柱２ 11.17 継続 企画政策部　河東支所　まちづくり推進課

4 ◎ 柱２ 11.17 地域づくり活動支援事業（みんなと湊まちづくりネットワーク） 継続 企画政策部　地域づくり課

5 ◎ 柱２ 11.17 地域づくり活動支援事業（大戸まちづくり協議会） 継続 企画政策部　地域づくり課

6 ◎ 柱２ 11.17 地域づくり活動支援事業（永和地区地域づくり協議会） 継続 教育委員会　北公民館

7 柱２ 11.17 継続 企画政策部　地域づくり課

8 柱２ 11.17 北会津地域連携会議 継続 企画政策部　北会津支所　まちづくり推進課

9 柱２ 11.17 河東地域連携会議 継続 企画政策部　河東支所　まちづくり推進課

10 ◎ 柱２ 11.17 地域おこし協力隊・集落支援員事業 継続 企画政策部　地域づくり課

11 柱２ 11.17 地域活性化センター負担金 継続 企画政策部　地域づくり課

施策２　中山間地域の活力の向上

1 柱３ 11.17 中山間地域等地域づくり支援事業 継続 企画政策部　地域づくり課

2 ◎ 柱３ 11.17 ＩＣＴを活用した中山間地域づくり事業 継続 企画政策部　地域づくり課

重点
事業

人口減
少対策
※

SDGs
ターゲ
ット

次年度
方針

集会所整備補助事業

地域づくり活動支援事業（河東地域づくり委員会）

地域づくり活動支援事業（新たな地域づくり活動組織の支援）

※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　地域コミュニティへの支援

1

事業名 町内会活動事業 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 43,872 43,962

所要一般財源 43,872 43,962

概算人件費 4,168 4,168

2

事業名 区長会補助事業 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 5,679 5,679

所要一般財源 5,679 5,679

概算人件費 11,280 11,280

概要
(目的と内容)

　町内会と行政は、協働によりまちづくりを行
うパートナーの関係にある。町内会が推薦する
区長を委嘱し、広報紙の配布や市政情報の周知
、各種調査の実施により市民福祉の増進と市政
との円滑な協力関係の構築に努める。また、町
内会運営が円滑に行えるよう活動を支援する。

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）

　市民の福祉を増進し、市政の円滑な運営を図るため本市の各町内会の区域ごとに区
長を置いている。区長を置いた町内会には町内会交付金を交付している。
　本市の区長で、本市の発展のため多大の功績があり、他の区長の模範として推奨で
きる業績又は、行為のあった者を表彰している。
　町内会の組織づくりや活動事例、活動に関連する市の支援事業等の情報をまとめた
町内会活動ガイドブックを作成し、町内会活動の参考として全区長へ配布している。

事業の検証
（課題認識/
今後の方針・
改善点）

・高齢化や人口減少、価値観の多様化などにより、地域活動の担い手が不足し、地域
内のつながりが希薄化していることが懸念されるが、住民相互のコミュニケーション
や地域での課題解決など、町内会活動の担う役割は非常に重要である。町内会活動が
円滑に進むよう、町内会の運営を担う区長に対し、事務負担軽減に繋がる方策を検討
するため、市が区長に依頼している各種事項を調査し内容の把握や整理を行う。
・地域の活性化や防犯・防災、環境保全、福祉など様々な地域課題の解決に向けて、
市区長会と連携を図りながら、地域と行政が共に考えていく必要があり、課題解決事
例や町内会活動に有益な補助金や支援事業等について市区長会や町内会へ積極的に情
報提供を行っていく。
・町内会交付金の透明性確保のため、区長や町内会に交付の趣旨を理解いただき、市
区長会の協力を得ながら、町内会交付金の振込口座については、各町内会が管理して
いる口座（公的口座）への切り替えを町内会に促し、切替えのために必要な支援を行
う。
・新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、町内会などの活動の自粛や
縮小が余儀なくされている。少しでも安心して地域活動を続けていけるよう、地域の
状況を踏まえながら、感染症予防策の周知や他の町内会活動の取り組みを、活動事例
として紹介するなど、市区長会と連携し情報収集・発信することで、地域の活性化に
つながる支援を行っていく。

概要
(目的と内容)

　市区長会は、市内の全区長（町内会長）で構
成され、環境美化推進事業や各種研修会を通
じ、地域貢献活動を実施している。市区長会の
円滑な運営と、地域コミュニティの基盤強化に
つなげるため、会の運営・活動を支援する。

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）

　市区長会は、市の補助金を活用しながら、各地区清掃事業や研修会等を実施し、市
民の福祉の増進と、市政との円滑な協力を推進している。
　平成29年度の市・市区長会・県宅地建物取引業協会会津若松支部との「町内会への
加入促進に関する協定」締結を契機とし、町内会加入促進対策に取り組んできた。ま
た、平成28年度に創設した市区長会から18地区区長会への地区区長会交付金により、
地区区長会の支援、運営力強化や区長会と18地区双方の連携強化等につなげている。

事業の検証
（課題認識/
今後の方針・
改善点）

・地域コミュニティ活性化の柱となる各種研修会については、より多くの区長に町内
会活動の実践に結びつけていただくため、参加率向上にむけ、身近な地域課題解決例
を示す機会をつくるなど、研修内容が有用なものとなるよう支援していくとともに、
各地区区長会を介して区長に参加を呼びかけていく。
・地域コミュニティの基盤強化のためには、市区長会と18地区区長会の連携強化が必
要である。平成28年度に創設した地区区長会交付金制度は、地区の自主研修会や市区
長会会議出席手当等に活用されており、各地区区長会の運営力強化と市区長会との連
携強化に寄与しているため、区長会と地区区長会の連携及び交付金の制度を支援して
いく。
・町内会加入促進については、アパート入居者等への対応に苦慮している町内会が多
いことから、より多くの住民が町内会に加入することで地域コミュニティの基盤強化
につなげるため、町内会加入促進事例集を作成し、身近な参考事例を研修事業の実施
等の際に情報発信してきた。今後もさらなる加入促進に向け、関係団体と連携しなが
ら対策を推進していく。



3

事業名 コミュニティセンター運営事業 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 51,901 60,479

所要一般財源 44,201 49,369

概算人件費 8,460 8,460

4

事業名 八田地区交流センター運営費 法定／自主 自主

担当部・課 企画政策部　河東支所住民福祉課 次年度方針 継続

事業費 200 836

所要一般財源 200 836

概算人件費 722 722

概要
(目的と内容)

　各コミュニティセンターの指定管理者と連携し、施
設の適切な維持管理を図るとともに、コミュ二ティセ
ンターを拠点とした地域活動や住民相互の交流を
活性化させ、地域社会の連帯意識、自治意識の高
揚を図る。

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18年度に指定管理者制度を導入、平成19年度に非公募による指定とした。また
、平成30年度からは地域コミュニティの育成、発展及び活性化に関する事業の推進を
協定書に規定するなど、地域との協働による管理運営を行っている。施設改修は、利
用者アンケート等で要望の多い、トイレの洋式化や集会室への冷暖房設備の設置を順
次実施し、利便性の向上を図っている。新型コロナウイルス感染症対策として、ガイ
ドラインに基づく取組を指定管理者と連携し、感染拡大の防止に努めている。

事業の検証
（課題認識/
今後の方針・
改善点）

・施設の老朽化により、施設の修繕や改修を必要とする箇所が多くなっており、公共
施設等総合管理計画に基づく計画的・効率的な維持管理や改修等を実施するとともに
、安全・安心かつ快適な利用環境を確保し、施設機能の向上を図るためにインターネ
ット環境の整備や、ゼロカーボンシティ会津若松宣言の取組を推進するために環境に
配慮した照明ＬＥＤ化にむけて取組を進める。また、集会室の冷暖房設備については
、計画的な設置を行う。改修等には、指定管理者を中心とする各種団体の意見等を集
約・反映しながら進めていく。
・利用者の高齢化及び施設・設備に対する市民ニーズの変化等により、特に建設年度
の古いコミュニティセンターでは利用団体数や利用者数が伸びていない現状にあり、
さらに、新型コロナウイルス感染症の影響により、地区活動やサークル等の自粛など
、コミュニティセンターにおける地域・市民活動が減少傾向にある。そのため、公共
施設等総合管理計画に基づく、コミュニティセンターの利活用を推進しながら、新型
コロナウイルス感染症対策ガイドラインに基づいた感染拡大防止の取り組みを行い、
適切な管理運営を行う。また、地域コミュニティ活動の拠点として気軽に集える場、
交流の場としてより多くの住民の方々に利用していただけるよう、地域や指定管理者
・関係団体・庁内関係部局等と連携し、コミュニティセンターを核とした地域コミュ
ニティの育成、発展及び活性化につながる施設のあり方について意見交換を行ってい
く。

概要
(目的と内容)

　地域住民のコミュニティ活動の活性化及び
健康の増進を図るための施設として、八田地
区交流センターについて、適切に管理運営す
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）

・施設の適切な維持管理及び改修により、利用環境の維持向上はもとより、施設
の長寿命化及び施設イメージの向上にもつながっている。
・施設の日常的な管理及び運営について地区住民の協力を得ており、低コストで
の管理運営となっている。
・直近の改修等　令和3年度：屋根塗装工事、令和4年度：街灯修繕

事業の検証
（課題認識/
今後の方針・
改善点）

・地元の文化活動団体の解散等や新型コロナウイルス感染症の影響により利用者数は
減少傾向となっている。
・地域のコミュニティ活動の活性化及び健康の増進を図るための施設であり、また、
地域防災計画上の避難施設でもあることから、地区区長をはじめ地域と連携しながら
、適切な管理運営を継続するとともに、施設利便性の向上を進める。また、施設の利
用拡大に向け、関係団体等と協議検討するとともに、市ＨＰ等を通じ積極的な周知に
取り組む。



5

事業名 集会所整備事業 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 4,107 6,396

所要一般財源 4,107 6,396

概算人件費 903 1,128

6

事業名 市民憲章推進事業 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 610 610

所要一般財源 610 610

概算人件費 3,760 3,760

概要
(目的と内容)

　地域自治活動や地域住民の相互交流の場とし
て活用する集会所の整備を行う町内会等に対し
、補助金を交付し、地域コミュニティ活動を支
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）

　毎年度、町内会に当該補助事業の利用について照会し、要望する町内会と工事内容
や金額等の協議を行い、優先順位を付けて、次年度予算に計上している。
　補助を利用した各町内会の集会所においては、屋根や外壁等の修繕のほか、玄関へ
のスロープの設置や洋式トイレへの改修など、利便性の向上が図られている。

事業の検証
（課題認識/
今後の方針・
改善点）

・老朽化した集会所の修繕や高齢者の利用に配慮した改修の問い合わせが増えており
、地域コミュニティ活動を活性化するためには、活動の拠点となる施設が不可欠であ
ることから、集会所整備への支援を継続する。
・現地確認や客観的な選考基準（公共的事業の関連、老朽度、資金面、有効性、公平
性等）により優先順位をつけ、補助金を交付し、地区住民の皆様が交流する地域コミ
ュニティ活動の場の維持・確保を支援する。
・冷房機設置等の備品の整備など、補助対象としていないものへの要望もあるが、老
朽化した建物本体の修繕やバリアフリー化への改修要望も毎年５～６件程度あり、活
動の場が不可欠との観点から、現在の補助対象内容を継続していく。

概要
(目的と内容)

　「会津若松市民憲章」を周知、推進すること
により、市民のまちづくりに対する意識の高揚
を図るため、その推進団体である市民憲章推進
委員会とともに、啓発運動や推進事業に取組む
。

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）

・市民憲章推進委員会では、市民憲章の周知と実践を呼びかけるため、クリーン鶴ケ
城作戦や花いっぱい運動、花園コンクールや作文コンクール、小さな親切運動などの
事業を実施している。
・新年市民交歓会などの機会を捉え、出席者と市民憲章の唱和を行った。また、成人
式においてはチラシを配布し、若年層への啓発活動に努めるなど、推進事業の活性化
や推進委員会の組織力強化に向けて取り組んでいる。

事業の検証
（課題認識/
今後の方針・
改善点）

・市民憲章に関する市民の理解促進や、憲章文の実践活動の拡大のため、市民憲章文
ポスターを町内会の集会所等へ掲示を依頼するほか、市政だより等の広報手段を活用
したＰＲ、クリーン鶴ケ城作戦や花いっぱい運動等の市民憲章事業を通して市民憲章
の普及と啓発に努めていく。さらに、事業の実施にあたっては、ゼロカーボンシティ
会津若松宣言の取組と関連した事業内容を検討し、環境に配慮した事業を進めていく
。
・活動の中心となる市民憲章推進委員会と連携し、市民憲章の理念の実践による、住
みよいまちづくりに向け取り組んでいるが、推進委員の高齢化に加え、事業に参加す
る委員の固定化がみられ、事業の拡大が図りにくい状況にある。市民憲章推進委員会
の組織力強化のため、市民憲章の理念に理解のある個人会員や市内事業所・団体会員
の加入促進や、若年層の参加を促すため学校等への訪問を実施する。また団体会員に
対し、若手職員の参加協力を依頼するなど、委員会の活性化・加入につながるよう支
援していく。



7

事業名 集落案内標識維持管理事業 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 0 1,786

所要一般財源 0 1,786

概算人件費 467 94

8

事業名 コミュニティ助成事業 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 4,400 2,900

所要一般財源 0 0

概算人件費 752 752

概要
(目的と内容)

　主に旧市の市街化調整区域や旧北会津村、旧
河東町に設置されている集落案内標識209基につ
いて、標識の落下等危険防止のための点検や補
修等の維持管理を適正に行う。

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）

　集落案内標識については、合併前の旧市町村においてそれぞれ整備されてきたが、
合併後は所管が一元化されないままに様々な部局で補修、撤去等を行ってきた。
　平成27年度からは、合併前の旧北会津村及び旧河東町分を含めた209基について、安
全に配慮した適切な管理を環境生活課が、一元的に行っている。　
【市による修繕等実施件数：平成28年度　１件、令和２年度　１件】

事業の検証
（課題認識/
今後の方針・
改善点）

・現在設置されている209基の保全のための修繕等を実施していくが、新たな標識の整
備は行わないこととしている。道路の付け替え等により移設等の対応が必要な場合は
、町内会や関係機関と検討を行う。
・移設が必要となった集落案内標識の移設先について協議中であり、また、危険防止
のため取り外した標識の再設置や補修等の検討を行っている。
・標識の落下や標識柱の転倒等危険防止のため、環境生活課職員が点検を行っている
が、計画的かつ効率的な確認作業の手法を業務委託等含め検討し、補修等適切な維持
管理に努める。

概要
(目的と内容)

　一般財団法人自治総合センターが宝くじの収
益を財源に実施している。町内会等でコミュニ
ティ活動に直接必要な設備や備品の整備に関す
る事業及び集会施設の建設整備に関する事業に
対して助成を行う。

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27年度より、全区長へ配布する｢町内会活動ガイドブック｣や市政だより、ホー
ムページを活用し、公平な事業告知を行っている。また、本事業に対して同一年度中
に複数の申請があった場合は、市で｢審査会｣を実施し、より有益性が見込まれる事業
選定を行っている。
【実施状況：平成25年度LED防犯灯整備、平成26年度除雪機購入、平成28年度LED防犯
灯整備、平成30年度・令和３年度　櫓他祭り用備品の整備、集会施設の建設】

事業の検証
（課題認識/
今後の方針・
改善点）

・補助率等有利な助成制度であるが、県を経由した一般財団法人自治総合センターへ
の申請可能件数に上限があり、事業に対して同一年度中に複数の申請があった場合は
、必要に応じて市で審査会を実施し、より有益性の高い事業選定を行い申請している
。しかし、申請に対する事業採択の有無について確実性がないため、町内会への支援
としては不安定である。
・各町内会への公平な事業告知が必要であり、全区長へ配布する｢町内会活動ガイドブ
ック｣や市政だより、ホームページなどを活用し、情報提供していく。



施策２　地域主体のまちづくりの推進

1

事業名 地域づくりビジョン推進事業補助金 法定／自主 自主

担当部・課 企画政策部・地域づくり課 次年度方針 継続

事業費 4,600 5,600

所要一般財源 4,600 5,600

概算人件費 52 52

2

事業名 地域づくり活動支援事業（北会津地域づくり委員会） 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 0 0

所要一般財源 0 0

概算人件費 2,632 2,632

概要
(目的と内容)

　地域で暮らす住民を中心として地域課題の解
決に向けた取組を持続的に実践する地域づくり
活動組織に対し、組織づくりの支援や活動経費
の助成を行うことで、地域コミュニティの活性
化を図る。

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）

・令和３年度：住民による地域づくり活動に対する類似の支援制度を統合して「地域
づくりビジョン推進事業補助金」を創設。統一制度に基づく地域づくり活動への支援
体制を整備し、北会津・河東・湊・永和・大戸地区の各地域づくり活動組織へ補助金
を交付した。

事業の検証
（課題認識/
今後の方針・
改善点）

・地域住民と行政が役割分担をしながら協働で地域課題の解決に取り組んでいくため
には、地域づくり活動組織が、自立的・継続的に活動できる環境を整えていく必要が
ある。
・地域づくりビジョンを策定していない団体に対してビジョン策定に向けたワークシ
ョップなどの取組を支援し、ビジョン策定を支援していく。
・既に地域づくりビジョンを策定し、同ビジョンに基づき活動を実施している団体に
対しては、ビジョンの進行管理を支援し、計画的・効果的な地域づくり活動の実施を
支援していく。

概要
(目的と内容)

　地域で暮らす住民を中心として地域課題の解
決に向けた取組を持続的に実践する地域づくり
活動組織に対し、組織づくりの支援や活動経費
の助成を行うことで、地域コミュニティの活性
化を図る。

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）

＜主な構成団体・会員数＞
・地区区長会、各種団体、教育機関、事業者、個人　会員数　44名（令和4年度）
＜取組経過＞
・平成25年７月：北会津地域づくり委員会設立
・令和３年度「北会津地域づくりビジョン」策定
＜主な取り組み＞
・ホタルの森公園内環境美化運動・公共交通の再編（ふれあい号）・北会津地域フォ
トコンテスト・まちづくり推進ニュースへの掲載・北会津マルシェ・朝のあいさつ運
動・体操教室・庁舎利活用

事業の検証
（課題認識/
今後の方針・
改善点）

　当該地域においては、その目的に沿った団体・組織がそれそれの分野で活動を行っ
ているものの、地域全体の組織の解散や、集落ごとの組織も解散や縮小傾向にあるた
め、組織の安定的な継続に向けた活動の活性化が必要となっている。
　地域課題解決のために策定した「北会津地域づくりビジョン」の具現化を目指し、
部会ごとの活動を中心に据えるとともに世代間の交流にも意識を持ちながら地域が一
体となった取り組みを継続していく。



3

事業名 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 0 0

所要一般財源 0 0

概算人件費 7,332 7,332

4

事業名 地域づくり活動支援事業（みんなと湊まちづくりネットワーク） 法定／自主 自主

担当部・課 企画政策部・地域づくり課 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 1,760 1,136

地域づくり活動支援事業（河東地域づくり委員会）

概要
(目的と内容)

　地域で暮らす人を中心に、地域課題の解決に
向けた取り組みを持続的に実践する地域づくり
活動団体を支援し、地域コミュニティの活性化
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）

＜取組経過＞・平成25年6月：河東地域づくり委員会設立
　　　　　　・令和 2年度 ：河東地域づくりビジョン策定(専門部会を3つに再編成)
＜主な取組＞・総務部会 　：自主防災組織設立に向けた調査・研究、河東地域づく　
　　　　　　　　　　　　 り委員会シンボルマーク作成、委員会ニュース発行　
 　　　　　 ・生活環境部会：花いっぱい運動・健幸スクール事業の協働取組
 　　　　　 ・交通環境部会：地域内交通「みなづる号」の運営と広報

事業の検証
（課題認識/
今後の方針・
改善点）

・活動会員の固定化や高齢化は、持続可能な組織運営にとって大きな課題であること
から、特に若年層の課題認識を探りながら、参加しやすい事業の検討や組織風土の醸
成などに委員会とともに取り組んでいく。
・地域住民がより主体的に活動できるよう、核となる集落支援員の導入支援に取り組
むとともに、誰もが気軽に集える活動拠点のあり方の検討などを委員会と協働で進め
ていく。

概要
(目的と内容)

　地域で暮らす住民を中心として地域課題の解
決に向けた取組を持続的に実践する地域づくり
活動組織に対し、組織づくりの支援や活動経費
の助成を行うことで、地域コミュニティの活性
化を図る。

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）

＜取組経過＞
・平成27年３月：湊地区地域活性化協議会設立
・令和元年度 ：地区社協の機能を併せ持つ「みんなと湊まちづくりネットワーク」に
改名し、NPO法人格を取得。集落支援員を設置。
＜主な取組＞
・自治部会：地区懇談会、防災安全教室
・生活・福祉部会：湊交流バス、お出かけふれあいサロン
・産業・交流部会：湊産農産物直売所、もちそばまつり
・教育・環境部会：スポ少サポーター、サギソウ展、炭焼き、山城調査

事業の検証
（課題認識/
今後の方針・
改善点）

【1】課題認識
・湊地区は高齢化・少子化の割合が市内でも高い地域であり、様々な地域課題が懸念
されている。平成27年度から活動を行っているみんなと湊まちづくりネットワークは
、令和元年度にNPO法人格を取得し、市が設置する集落支援員が事務局運営を担ってい
るところであり、今後も地域住民の主体性を高め、より自立した組織運営を行い、市
の関与の割合を低くしていくことが課題となる。
【2】今後の方針・方向性
・集落支援員が中心となり、地域づくりビジョンの取組を実行し、計画の評価を行い
ながら、より自立した組織運営を行っていけるよう支援を継続するとともに、新たに
地域おこし協力隊を配置し、さらなる課題解決の取り組みを推進する。



5

事業名 地域づくり活動支援事業（大戸まちづくり協議会） 法定／自主 自主

担当部・課 企画政策部・地域づくり課 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 2,347 2,347

6

事業名 法定／自主 自主

担当部・課 教育委員会・北公民館 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 1,504 1,504

概要
(目的と内容)

　地域で暮らす住民を中心として地域課題の解
決に向けた取組を持続的に実践する地域づくり
活動組織に対し、組織づくりの支援や活動経費
の助成を行うことで、地域コミュニティの活性
化を図る。

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）

＜取組経過＞
・令和２年６月：大戸まちづくり協議会設立
・令和４年４月：地域おこし協力隊（1名）を配置
＜主な取組＞
・産業部会：竹活用事業、大戸マルシェ、特産品開発
・ほほえみふくし部会：支え合いの仕組みづくり、健康づくり、ボランティア輸送実
証
・すこやかちくりん教育部会：生涯学習の推進、地域と連携した特色ある教育環境づ
くり、川柳コンテスト

事業の検証
（課題認識/
今後の方針・
改善点）

【1】課題認識
・大戸地区は少子高齢化の割合が高い地域であり、鳥獣被害を含め様々な地域課題が
懸念されている。大戸まちづくり協議会は活動３年目となるが、地域づくり課が事務
局を務めており、令和４年度に配置した地域おこし協力隊を活用しながら、地域住民
の主体性を高め、継続的な組織運営が行えるよう、体制の強化が求められる。
【2】今後の方針・方向性
・地域おこし協力隊を活用し、地域づくりビジョンの取組を確実に実行し、計画の評
価を行い、法人化も目指しながら、将来的に地域住民が事務局を担えるよう、支援を
継続する。

地域づくり活動支援事業（永和地区地域づくり協議会）

概要
(目的と内容)

　地域で暮らす人を中心に、地域課題の解決に
向けた取り組みを持続的に実践する地域づくり
活動団体を支援し、地域コミュニティの活性化
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）

＜取組経過＞
・令和元年９月：永和地区地域づくり協議会設立
・令和２年度：永和地区防災デー開催
・令和３～４年度：永和地区まちづくりワークショップ開催
・令和４年度：永和地区地域づくりビジョン策定

事業の検証
（課題認識/
今後の方針・
改善点）

【1】課題認識
　永和地区は少子高齢化が進行している地域であり、各種団体の担い手不足等の地域
課題が懸念されている。令和元年度に永和地区地域づくり協議会が立ち上がったとこ
ろであるが、現在は北公民館が事務局を務めており、地域住民の主体性を高め、継続
的な組織運営が行えるよう、体制の強化が課題である。
【2】今後の方針・方向性
　地域づくりビジョンの取組を確実に実行し、計画の評価を行いながら、将来的に地
域住民が事務局を担えるよう、集落支援員の活用も含めた支援を検討していく。



7

事業名 地域づくり活動支援事業（新たな地域づくり活動組織の支援） 法定／自主 自主

担当部・課 企画政策部・地域づくり課 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 112 112

8

事業名 北会津地域連携会議 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 次年度方針 継続

事業費 7 7

所要一般財源 7 7

概算人件費 2,715 2,715

概要
(目的と内容)

　地域で暮らす住民を中心として地域課題の解
決に向けた取組を持続的に実践する地域づくり
活動組織に対し、組織づくりの支援や活動経費
の助成を行うことで、地域コミュニティの活性
化を図る。

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27年度：門田地区が「門田地区独自の住民･行政･事業者連携型地域づくりシス
テム構築事業」を実施。
・令和3年度：行仁地区及び門田地区が行政提案型協働事業「未来につなげる地域の活
動拠点づくり事業」を実施。
・令和4年度：行仁地区及び門田地区が行政提案型協働事業「未来につなげる地域の活
動拠点づくり事業」を継続。

事業の検証
（課題認識/
今後の方針・
改善点）

【1】課題認識
・高齢者世帯の増加や生活様式の変化、価値観の多様化により、地域コミュニティや
相互扶助が希薄化し、地域の維持機能の低下が懸念されている。地域の課題解決のた
めに地域住民と行政が役割を分担し、お互いが協力しながら地域を担うことが求めら
れている。
【2】今後の方針・改善点
・地域住民と行政が役割分担しながら協働で取り組んでいくためには、地域の課題解
決に取り組む新たな地域づくり活動組織が、自立的・継続的に活動できる環境を整え
ていく必要がある。
・令和３年度に創設した「地域づくりビジョン推進事業補助金」による活動費支援を
行うとともに、集落支援員の配置など、地域づくり活動団体の事務局機能の強化に向
けた人的支援についても検討していく。

概要
(目的と内容)

目的：北会津地域の合併後のまちづくりを推進
するにあたり、北会津地域の意見を市政に反映
させる。

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）

・前身の北会津地域審議会を継承し、平成２７年度より北会津地域連携会議を設置し
、北会津地域のまちづくりに関する身近な地域課題について、委員同士で話し合い、
取りまとめた内容を地域の声として発信してきた。また、北会津地域づくり委員会と
の情報・意見交換を行い連携を図ってきた。

事業の検証
（課題認識/
今後の方針・
改善点）

・北会津地域のまちづくりに関する課題解決について、委員や地域住民自らでまちづく
りを担う意識を高めていくことが必要となっている。
・新市建設計画の進捗状況の確認や公共施設再編プランに対する考えなどまちづくりに係る
課題解決の検討をしていくと共に、北会津地域づくり委員会との意見交換等を通して、住民
の意見をとりまとめ地域の声として発信していく。
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事業名 河東地域連携会議 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 0 0

所要一般財源 0 0

概算人件費 602 602

10

事業名 地域おこし協力隊・集落支援員事業 法定／自主 自主

担当部・課 企画政策部・地域づくり課 次年度方針 継続

事業費
5,790 15,449

所要一般財源
5,790 15,449

概算人件費
196 196

概要
(目的と内容)

　河東地域の合併後のまちづくりを推進するに
あたり、河東地域の意見を市政に反映させる。

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）

　前身の河東地域審議会の役割を継承し、新市建設計画の執行状況の確認等を行うと
ともに、地域のまちづくりに関する協議、検討等を行いながら、河東地域づくり委員
会との情報・意見交換を行い、連携を図ってきた。
  ＜河東地域審議会＞　 　〇平成17年～27年度　　　　　　　　　 　通算40回開催
  ＜河東地域連携会議＞ 　〇平成28年～令和4年度　各年2～4回開催　通算16回開催 

事業の検証
（課題認識/
今後の方針・
改善点）

　河東地域連携会議は、実践を通したまちづくりに取り組む河東地域づくり委員会と
の役割を明確にしながら新市建設計画の執行状況に対する意見交換や検証を行ってお
り、引き続き地域の視点から、新市建設計画の主要事業の進捗確認や市の取組等に対
する意見交換や検証、提言等を行っていく。

概要
(目的と内容)

国の地域おこし協力隊制度及び集落支援員制度
を活用し、地域づくり活動等と連携しながら地
域の活性化を図る。
①地域おこし協力隊
　都市地域から生活拠点を移し、地域おこし等
に従事する人材に市が委嘱
②集落支援員
　地域の実情に詳しく、集落対策の推進に知見
を有する人材に市が委嘱

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】地域おこし協力隊
・平成28年～設置開始。（会津木綿の振興、湊地区の豆腐づくり、移住・定住業務の3
名）
・令和4年度：中山間地域のコミュニティ活動支援・エリアプロモーションの担当とし
て1名配置。
【２】集落支援員
・令和元～湊地区に１名配置。「みんなと湊まちづくりネットワーク」の事務局長と
して、地域づくり活動の中心的役割を担っている。

事業の検証
（課題認識/
今後の方針・
改善点）

【１】地域づくり活動への人的支援
・湊地区においては、「地域づくりビジョン（地区計画）」に基づき、地域課題の解
決のための取組を実践する組織の事務局に専念できる人材として令和元年から集落支
援員を配置してきた。
・河東地区において、令和５年度より集落支援員の配置を検討する。
・また、北会津や大戸地区等においても、地域の実情に応じて集落支援員の配置を検
討する。
【２】地域おこし協力隊の活用への取り組み
・地域おこし協力隊については、全国的に需要過多となっており、優秀な人材を確保
するためには、魅力的な業務内容、待遇改善が必要である。そのため、新たな地域お
こし協力隊の確保・活用に向けて、協力隊の待遇改善と将来の市内への定着・定住に
向けたサポート体制の構築を検討しながら、庁内への協力隊制度の周知を強化し、制
度の有効活用が可能な事業の構築を検討し、さらなる活用を図る。
・湊地区において、令和5年度より地域おこし協力隊の配置を検討する。
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事業名 地域活性化センター負担金 法定／自主 自主

担当部・課 企画政策部 地域づくり課 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 38 38

施策３　中山間地域の活力の向上

1

事業名 中山間地域等地域づくり支援事業 法定／自主 自主

担当部・課 企画政策部・地域づくり課 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 38 38

概要
(目的と内容)

　地域におけるまちづくり、産業おこし等、地
域づくりや地域活性化を支援している「一般財
団法人地域活性化センター」の支援制度を活用
し、活力のあるまちづくりを推進する。

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）

・平成23年度から一般加入。（以前は県市長会で加入）
・平成27年７月10日、会津若松市において地域活性化センター主催により「地方創生
フォーラムin福島」開催。
・平成29年度「地方創生に向けて“がんばる地域”応援事業」に「おらが原、笑顔の
郷（さと）構築事業」が採択。（1,500千円）

事業の検証
（課題認識/
今後の方針・
改善点）

・地域活性化センターの支援制度は、地域活力向上の手段として有効であることから
、継続して加入し、地域振興を推進する先進的な取り組み事例等を本市の施策に生か
すとともに、各種支援制度を積極的に活用していく。

概要
(目的と内容)

　中山間地域の集落等における地域づくり活動
に対し、先進事例や各種支援制度等の情報提供
、関係団体との調整及・連携などにより適切に
支援を行うことで、各地域における地域住民と
行政、他の多様な主体との協働による地域づく
りを推進する。

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）

○大戸地区及び湊地区において、福島県地域創生総合支援事業（サポート事業）を活
用した地域づくりの取組みを実施。
・闇川地区（H21～22）・上雨屋地区（H21～24）・みんなと湊まちづくりネットワー
ク（H27～）・大戸まちづくり協議会（R２～）
○「会津若松市定住・二地域居住推進協議会」において中山間地域支援のための「魅
力創出支援事業助成金」を創設。（平成22年度～）　
○国の「どぶろく特区」認定を取得し、新たな地域資源の創出による地域の活性化を
図る。（平成24年度）
○「会津若松市中山間地域連絡調整会議」を設置し、庁内での意識共有や事業マネジ
メントを図る。（平成25年度～）
○湊町原地区において「はら笑楽交プロジェクト実行委員会」が、旧原小学校を改修
（H29.7オープン）し活動を開始（平成28年度～）　

事業の検証
（課題認識/
今後の方針・
改善点）

【１】地域主体の取り組みへの支援
・中山間地域では急速に少子高齢化が進行しており、今後集落機能の維持が困難とな
ることも予測される。
・将来的な集落機能の維持と地域の活性化を図るためには、地域が主体となった継続
的な取組みが必要であるが、集落単位ではマンパワーが不足しているため、中学校区
等の広域で組織される地域づくり活動組織と各集落との連携を強化し、相互補完
的に支援する仕組みを構築していく。
【２】関係部署の連携
・地域づくりには、さまざまな部署が関係し、その連携が不可欠となる。庁内関係部
署が情報共有・連携して各地域の住民主体の地域づくり活動を支援するとともに、活
動との連携により地域資源や既存施設の有効活用策を調査研究し、具体的な実践・成
功事例を積み上げ、他地域にも取組を広げていく。
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事業名 ＩＣＴを活用した中山間地域づくり事業 法定／自主 自主

担当部・課 企画政策部・地域づくり課 次年度方針 継続

事業費 3,410 2,706

所要一般財源 3,410 2,706

概算人件費 1,565 752

概要
(目的と内容)

　中山間地域の活力向上及びコミュニティづ
くりの推進を目的として構築した「中山間地
域生活支援システム」について、湊地区及び
大戸地区において地域のプラットフォームと
して継続運用を行うとともに、他地区への横展
開を図る。

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28年12月：地方創生推進交付金交付決定、地域再生計画認定
・平成28～30年度：湊地区において中山間地域生活支援システム構築（生活支援（情
報配信）システムの構築、通信網の整備、デマンド型乗合自動車の導入・運用）
・平成31年4月～：湊地区において中山間地域生活支援システム運用保守、中山間地域
内交通は補助金を交付し自主運行で運行継続
・令和4年度：大戸地区において中山間地域生活支援システムの構築（情報配信システ
ムの構築、各地区集会所への通信網の整備）

事業の検証
（課題認識/
今後の方針・
改善点）

【１】中山間地域における課題
・本市の中山間地域は、交通や医療機関、商店等の生活基盤が不利な状況にあり、都
市部と比較して少子高齢化、人口減少、基幹産業である農林業の後継者不足が急速に
進み、様々な地域課題が顕在化している。
【２】生活支援システムの事業継続と横展開
・湊地区において、生活支援システム（みなとチャンネル）の利用拡大と事業の自走
性を高めていくための支援を継続していく。
・令和4年度にシステム導入した大戸地区において、さらなる活用・定着を図り、また
、他地域においても、当該システムの活用による地域づくり活動の活発化について検
討していく。
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