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「地方創生」・「スマートシティ会津若松」
取組状況について
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岸田総理大臣 ご視察（2021年12月4日）

スマートシティAiCT交流棟での車座対話

出典：首相官邸ホームページ



3

岸田総理大臣 ご視察（2021年12月4日）

スマートシティAiCT ご視察

出典：首相官邸ホームページ
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岸田総理大臣 ご視察（2021年12月4日）

スマートシティAiCT ご視察

出典：首相官邸ホームページ
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岸田総理大臣 ご視察（2021年12月4日）

相乗りタクシー・スマートフォン教室 ご視察

出典：首相官邸ホームページ

出典：首相官邸ホームページ
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岸田総理大臣 ご視察（2021年12月4日）

相乗りタクシー・スマートフォン教室 ご視察

出典：首相官邸ホームページ
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「あいづわかまつ市政だより2021年４月号」より

相乗り型タクシー
（コミュニティタクシーシェア）

通常の乗用タクシーを、マッチングアプリによ
り相乗りとすることで、1人当たりの運賃を低減
し、公共交通的に活用できることを目指す。

スマートフォンの使用が大前提の事業
 主な利用対象が高齢者であることから継続的・
徹底的なスマホ教室をあわせて開催、デジタル
デバイドの解消にも繋げる

交通・モビリティ分野の取組
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岸田総理大臣 ご視察（2021年12月4日）

視察後の記者会見での総理コメント（抜粋）

「御案内のとおり、今の政権において、デジタル田園都市国家
構想、こうした取組を進めて地方を元気にしていこうという取組
をこれから進めていかなければならないわけですが、その際に会
津若松市での取組、オプトイン原則に基づく市民の皆さんの協
力に裏付けられた取組の方式ですとか、さらには今拝見させてい
ただいた相乗りタクシー、それからワクチンパスポート、さらにはロ
ボットによる配送の実証実験、こうしたものも見させていただきまし
た。まずはこのデジタル田園都市国家構想において、全国の基
盤となるデジタルインフラ、光ファイバーとか海底ケーブルとか、さら
には５Ｇとか、こうした、そのインフラ部分は国がしっかりと地方
を念頭に置きながら実装していく、これは大事なことだと思いま
すが、それをどう活用するかという部分において、今日の会津若
松市での取組は大いに参考になるのではないかと思います。こ
れを是非、横展開で、全国で共有する、こういったことも考えて
いってもらえばというふうに思いますし、さらには各地方がそれぞれ
また工夫することによってバージョンアップが進む、こういったことも
期待したいなということも思いました。」
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岸田総理大臣 ご視察（2021年12月4日）

12月20日参議院予算委員会 若松謙維議員の質問に対する総理答弁（聞き取り）

「先日訪問いたしました福島県会津若松市では、ICTオフィス、AiCTを視察し、また、会津大学でデジ
タルを学ぶ学生の皆さんと車座対話、こうしたことも行わせていただきました。このAiCTにおいては、数十
社の企業が誘致され、全国から学生が集まる大学からベンチャー企業が生まれるなど、次々に新たなビ
ジネスと雇用が生まれる、こうした好循環が実現されているということを実感して帰ってまいりました。こう
した会津若松市の取組、これはモデルと言っていいと思います。そして。全国の地方都市に同様のモデル
を展開する、そのための手法について、デジタル田園都市国家構想会議でこれを検討してきたいと思いま
す。」

12月21日総理記者会見（抜粋）

「先日、車座対話の一環として訪問した会津では、自治体、企業、住民、大学が連携し、正にデジタル
田園都市と呼ぶべき新たな時代の地域づくりを進めていました。住民と協力しながら、デジタルの社会実
装を進め、新しい時代の地域づくりを推進するハブとなれる経営人材を国内１００地域に展開いたしま
す。」



 ICT関連企業が一堂に入居可能な拠点を整備
 会津大学卒業生などの就職先としての期待
 ICT・データ分析などの企業が集まるまち

2019年4月22日開所 ⇒ 2021年8月満室
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 人が集まれば周辺もにぎわう
 若者の地元就職の選択肢を増やす
 最先端企業が集まるブランドイメージ

・入居企業、地元企業、会津大学などが連携して
最先端の取組を創り出していく場
・多種多様な37社の入居企業がオープンイノベー
ションのもと、バーチャルカンパニーのように一体と
なって、スマートシティを推進

オフィス棟

・オフィス棟の入居企業や会津大学、地元
企業、市民などが交流できるスペース
・入居する企業などが市民向けに新しい取
組をすることなどにも期待

交流棟

「スマートシティAiCT」満室に（2021年8月）
【入居企業】2021年9月現在
アクセンチュア㈱
ＴＩＳ㈱
㈱エフコム
㈱デザイニウム
會津ｱｸﾃｨﾍﾞｰﾄｱｿｼｴｰｼｮﾝ㈱
日本電気㈱
㈱アイザック
三菱商事㈱
㈱エヌ・エス・シー
㈱エムアイメイズ
㈱イクシング
㈱会津ラボ
三菱UFJﾘｻｰﾁ&ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ㈱
凸版印刷㈱
㈱会津ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｻｲｴﾝｽ研究所
ＳＡＰジャパン㈱
バンプージャパン㈱
東芝データ㈱
ソフトバンク㈱
セイコーエプソン㈱
㈱オノヤ
ニューラルポケット㈱
オリックス自動車㈱
日本マイクロソフト㈱
㈱ブリスコラ
出光興産㈱
パナソニック㈱
㈱東海理化電機製作所
三井住友海上火災保険㈱
SOMPOホールディングス㈱
コスモ石油マーケティング㈱
東北電力㈱
東日本電信電話㈱
住友生命保険(相)
明治安田生命保険(相)
日本ヒューレット・パッカード(合)
CCCマーケティング㈱

計37社
（入居予定従業員数400名超）
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スマートシティからスーパーシティへ ～共助型分散社会の実現～

オプトイン＆パーソナライズの
考え方の浸透・共有

「スマートシティ会津若松」の軌跡 スーパーシティを通じた地域DXの実現

都市OS連携サービスの拡充

2011年 2021年 2030年

都市OSの構築

会津大学による
デジタル関連人材育成 AiCTへのICT関連企業誘致

地域DXのため地域PF（土台）の構築

市
民
生
活
か
ら
産
業
ま
で
の
地
域
Ｄ
Ｘ

＝
ま
ち
・
ひ
と
・
し
ご
と
創
生
の
実
現

健康長寿社会

デジタル防災

ゼロカーボンシティ

デジタル
デバイド対策行政DXデジタル

人材育成

パーソナライズ
教育

時流に沿ったアジャイル型の
地域PFの維持・発展

Well-beingを意識した
市民生活DX

地域の継続的な稼ぐ力向上
のための地域産業DX

予約・決済
手数料ゼロへ中小企業

生産性向上

儲かる農業
への改革

会津若松＋オープンデータ

約10年間にわたる「スマートシティ会津若松」の取組を通じて、ICT関連企業の集積やデジタル人材の育成、都
市OSの構築などの地域DXの土台づくりを進めてきたところであり、その結果、オプトインやパーソナライズの重要
性が地域の共通認識となりつつある。このような土台の上で、地域産業や、Well-beingといった市民生活の在り
方についてデジタル化を推進することで、地域DXの2ndステージとしてスーパーシティを推進する。
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スーパーシティ構想とは

「スーパーシティ」構想は、2020年に改正された国家戦略特区法に基づき、医療や教育、行政手続など生活全般
にまたがる幅広い分野において、大胆な規制改革を施しながら、デジタル技術を活用してDXを進め、市民生活の利
便性向上につながる先端的サービスを提供することで、「まるごと未来都市」を目指す取組です。昨年から今年にか
け、国が全国の地方自治体を対象に公募を行ったところであり、本市を含む応募した31の地域の中から、５地域程
度が選定される予定です。



本市スーパーシティ構想の全体概要
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「スマートシティ会津若松」の取組を発展・深化させ、市民生活に密接した12分野において、本市の伝統・歴
史・文化・景観などを生かしながらデジタルを活用することで、地域の利便性・持続性等を向上させるブラウン
フィールドでのスーパーシティの推進を図る。

猪苗代湖

市役所

水力発電 水力発電

風力発電木質バイオマス発電

山林未利用材

工場

鶴ヶ城

ICTオフィスビル 温泉宿

域外企業・移住者・デュアラー

避難所

共創・
人材育成

デジタル
地域通貨

病院

病院

〇〇科
年齢/性別
得意疾病

〇〇科
年齢/性別
得意疾病

〇〇科
年齢/性別
得意疾病

〇〇科
年齢/性別
得意疾病

先端
ICT研究

ヘルスケア

バーチャルホスピタル・
ドクターインデックス
による健康長寿社会

決済
手数料ゼロの

デジタル地域通貨

行政
行政手続の
完全デジタル化

防災

位置情報を活用したパー
ソナル避難誘導

エネルギー

観光

家庭学習塾

学習
データ

ものづくり

モビリティ

モビリティ・インフラ共
通基盤の構築

ゼロカーボンシティの実現

廃棄物

ｻｰｷｭﾗｰｴｺﾉﾐｰに
向けた取組

教育

子ども・保護者・先生のため
の子ども情報PF

食・農業

生産現場フードロスゼロ・
農家所得向上

データに基づくパーソナラ
イス観光の実現

中小企業の
生産性25%向上

地域活性化
中心市街地の
ウォーカブルシティ

処分場

市民／家

•デジタル申請手続き
•医療サービスの自由選択
•MaaSの最適選択
•学習の自由選択 など
市民による利用サービスの選択
オプトイン型データ管理

学校

http://www.villa.co.jp/gallery/img/DSC00421.JPG
http://www.villa.co.jp/gallery/img/DSC00421.JPG
http://www.villa.co.jp/gallery/img/DSC00421.JPG
http://www.villa.co.jp/gallery/img/DSC00421.JPG
http://www.villa.co.jp/gallery/img/DSC00421.JPG
http://www.villa.co.jp/gallery/img/DSC00421.JPG
http://tabidoki.jrnets.co.jp/e07/spot/3911.html
http://tabidoki.jrnets.co.jp/e07/spot/3911.html


本市スーパーシティ構想の推進体制
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「スマートシティAiCT」に入居する下記8社の分野別リーダー企業（連携事業者）を中心に、計37社のAiCT入
居企業や会津大学、地元企業と連携しながら、産官学一体でスーパーシティの取組を推進する。ICT・デジタルに
限らず、各分野の専門家や地域の意見を聞きながら推進するため、アドバイザーを招へい。

プロジェクト責任者 アドバイザー

アーキテクト
慶應義塾大学 ：宮田 裕章

JTQ㈱ ：谷川 じゅんじ

会津大学 ：岩瀬 次郎

北欧研究所 ：安岡 美佳

ヘルスデータサイエンス

都市空間デザイン

ICT・デジタル

Well-being/海外知見

全体PMO アクセンチュア㈱／スマートシティ推進室

市 × 会津大学 ×（一社）スーパーシティAiCTコンソーシアム※× 関係団体等

分野別WG（各WGのリーダー企業／市の主担当課／地域の関連団体等）

事業推進・実施主体

会津大学
人材育成・共創

先端ICT研究

共
同
検
討

分
野

都市OS運用

データ管理・利活用

市民普及・デジタルデバイド

副市長、各部局長

会津若松市長：室井照平

廃棄物

バンブージャパン

廃棄物対策課

荒川産業等

都市MS
（マネジメント）

ファイナンス
ビジネスモデル

体制

都市OS
（オペレーション）

ID
データ

データ連携

ヘルスケア

アクセンチュア

健康増進課
会津若松市
医師会等

食・農業

凸版印刷

農政課
市公設地方
卸売市場

エネルギー

バンブージャパン

環境生活課

東北電力等

行政

アクセンチュア

情報統計課
会津地域課題解
決連携推進会議

ものづくり

SAP

企業立地課
会津産業ネットワ
ークフォーラム

モビリティ

決済

地域活性化

観光

アクセンチュア

観光課

観光ビューロー 等

三菱商事

TIS

パナソニック

教育

凸版印刷
学校教育課/こども家庭課
/こども保育課

会津若松市内教
育機関等

地域づくり課

商工課

まちづくり整備課

防災

ソフトバンク

危機管理課
会津若松市
消防団

会津SamuraiMaaS
プロジェクト協議会等

地域金融機関/商工会
議所 等

商工会議所/大町通活
性化協議会

アクセンチュア：中村 彰二朗

※ スーパーシティ決定後に国の方針等に則って適切に選定する想定
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本市スーパーシティ構想アドバイザーによるコメント

４名のアドバイザーから、本市のスーパーシティ構想の実現に期待を寄せるコメントを拝受。本市がスーパーシティに選定された際
には、着実に事業を推進できる状況にあることを確信。
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これまでの取組と今後の予定

年月日 内容

2020年５月 ■改正国家戦略特区法の成立を受け、スーパーシティ構想への挑戦を表明

11月10日 ■スーパーシティ構想に係る市民意見交換会の開催

11月26日～12月24日 ■スーパーシティ構想に関する事業提案及び連携事業者の公募

12月25日～ ■国によるスーパーシティ構想公募開始（令和３年４月16日〆切）

2021年１月８日
■スマートシティAiCT入居企業8社による企業チームをスーパーシティ構想に関する連携事
業者に選定

２月12日～３月19日 ■スーパーシティ構想事業案に対する市民意見募集

２月16日 ■スーパーシティ構想に関するタウンミーティング

３月17日 ■連携事業者によるスーパーシティ構想説明会（スマートシティAiCT）

４月16日 ■国へスーパーシティ構想提案書を提出

８月24日 ■国より再提案を求める事務連絡発出

９月28日～10月12日 ■スーパーシティ構想再提案に対する市民意見募集

10月６日 ■スーパーシティ構想再提案に関するタウンミーティング

10月15日 ■国へスーパーシティ構想再提案書を提出

本市スーパーシティ構想の取組経過
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スーパーシティ構想への挑戦を表明して以降、連携事業者の皆様の協力を得ながら、市民の皆様を対象としたタ
ウンミーティングを複数回開催。これに加え、地元関係団体や市民団体等の方々との意見交換や学校等での出
前講座、インターネット等を通じた意見募集などを行い、本市スーパーシティ構想について説明を行うとともに、市民の
皆様の理解促進に努めてきた。

再提案にあたっての住民等の意向把握に関する事項（市民との対話）
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本市スーパーシティ構想 市民の皆様との対話

2021年10月6日に開催したタウンミーティングの様子
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○2020年11月10日 スーパーシティに関する市民意見交換会
約６割の参加者がスーパーシティについて「賛成」、「やや賛成」と回答

○2021年２月16日 スーパーシティ構想に関するタウンミーティング
約８割の参加者が、スーパーシティについて「賛成」、「やや賛成」と回答

○2021年３月17日 スーパーシティ構想に関する説明会
約９割の参加者が「理解が深まった」と回答
また、質疑応答では前向きな意見が多くみられた

18

2021.1～
毎月発行の「市政だより」に
スーパーシティ特集の連載開始

2021.2.12～3.19
「会津若松市スーパーシティアイ
ディアボックス」を開設し、スーパー
シティ事業案の資料・市長説明
動画を掲載して市民意見を募
集

市民の皆様と直接コミュニケーションする機会
の創出、毎月発行の市政だよりへのスーパー
シティ特集の連載、市ホームページにおける広
報・意見募集などを行ってきたことによって、再
提案にあたっても、市民の皆様の理解がさらに
深まっていることを実感

○2021年10月6日 スーパーシティ構想タウンミーティング
約９割の参加者が「理解が深まった」と回答

とても理解が深まった

46%

やや理解が深まった

39%

どちらでもない

4%

やや分かりにくかった

9%

とても分かりに

くかった

2%

スーパーシティ構想への理解

本市スーパーシティ構想 市民の皆様との対話
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「第２期会津若松市まち・ひと・しごと創生総合戦略」

について



会津若松市の現状

20

区分 2011年３月 2021年3月 変化率

現住人口 126千人 118千人 ▲6.3%

生産年齢人口
(15歳～64歳)

76.0千人 65.6千人 ▲13.7%

■特に生産年齢人口の減少率が大きい

少子高齢化人口減少

■年1,000人以上のペースで人口が減少

※現状に基づく人口推計（「第2期会津若松市まち・ひと・しごと創生人口ビジョン」）

本市人口のピーク
（1995年）
137,066人

2021年

■出生数は年々減少傾向

■高齢化率は国平均を超えており、要介護（支援）者数も増加
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「第２期会津若松市まち・ひと・しごと創生総合戦略」の策定

2020年2月、第１期市総合戦略（計画期間：2015年度～2019年度）、国が2019年６月に策定した「ま
ち・ひと・しごと創生基本方針2019」、同年12月に策定した第２期「まち・ひと・しごと創生総合戦略」などを踏まえ、
「第２期会津若松市まち・ひと・しごと創生人口ビジョン」の目的「長期的に10万人程度の安定人口の実現による地
域の活力維持」を目指して、「第２期会津若松市まち・ひと・しごと創生総合戦略」（計画期間：2020年度～
2024年度）を策定。
第１期市総合戦略からの変更点として、国総合戦略等を踏まえ、基本目標を４つとした。 しごと創生総合戦略」
などを踏まえ、

ア ナ リ テ ィ ク ス ・
セキュリティ人材の育
成

 アナリティクス産業・
ICT関連企業の集
積

会津大学を中心としたアナ
リティクス産業・ICT関連

企業の集積

歴史・伝統を活かし
たまちなかの魅力的
な景観づくり

ICT を活用し た 市民
生活の利便性の向上

都市OSの形成

伝統とICTを
融合させた人・企業が
定着したくなるまちづくり

バ イ オ マス 発電 と
林業の活性化

エネルギーの地産地
消の推進

農業の高付加価値
化の推進(スマートアグリ)

既存産業・資源を
活用した効率化・
高付加価値化による

しごとづくり

結婚・出産・子育て
支援の推進

ICTを活用した教育
環境の拡充

デジタル未来アート事
業

結婚・出産・子育て支援と
教育環境の整備

デ ー タ に 基 づ く
観光施策の推進

外国人誘客に向け
たプロモーション施策

未来人材育成の推
進

歴史・文化観光や
産業・教育観光による
地域連携と交流促進

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

第２期
地方版
総合戦略

第１期
地方版
総合戦略
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地域と会津大学等との連携

アナリティクス産業・ICT関連産業の集積

中小企業の振興

農業等の効率化・高付加価値化の推進

多様な人材の活躍の推進

ICTと既存産業・資源を
活用したしごとづくり

結婚・出産支援の推進

子育て支援の推進

移住・定住の促進（再掲）

ICTを活用した教育環境の向上

結婚・出産・子育て支援と
教育環境の整備

ICTの活用による暮らしの利便性向上

ICTを活用した安全・安心なまちづくり

再生可能エネルギーの活用による持続
可能なまちづくり

行政におけるICT化（デジタルガバメント）
の推進

生活の利便性を実感できる
安全・安心なまちづくり

観光資源等を活用した地域の活
性化

ひとが訪れたくなるまちなかの魅力
向上

将来を担う人材の育成

移住・定住の促進

地域の個性を活かした
新たなひとの流れの創出

４つの基本目標
地域の豊かさを市民や本市を訪れた人々が実感できるまちを目指す

データ×アナリティクス＝スマートシティ会津若松
市の推進する各事業データ収集・データ基盤利活用の推進

長期的に１０万人程度の安定人口の実現による地域の活力維持

I. 合計特殊出生率を2040年までに2.2まで上昇させることを目指す
II. 2030年を目途に社会動態±0を目指す（人口の流入促進と流出抑制）
III. ICT技術（会津大学）や観光を核とした交流人口の増加を図る

第２期
人 口
ビジョン

第２期
地方版
総合戦略
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「第２期会津若松市まち・ひと・しごと創生総合戦略」の概要
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第２期市総合戦略の概要 地方創生を推進するための４つの柱①

【主な取組とKPI】
・域内への進学・就職支援 ⇒ 就職面接会の就職者数（１開催あたり） 49人（R6）
・ベンチャー等の創業支援 ⇒ ベンチャーの起業数 10社（R2～R6累計）
・ICT関連企業の誘致 ⇒ サテライトオフィス入居を通じた企業誘致数 ９社（R6までの累計）
・アナリティクス・セキュリティ人材育成の推進 ⇒ アナリティクス・セキュリティ関連講座受講者数 265人（R6）
・中小企業の活性化 ⇒ 製造品出荷額 224,960百万円（R6）
・会津産農畜産品や加工食品のブランド化
⇒ 域外（大手流通企業等）との取引商品のうち新規取引商品の割合 10％（R6）

・ICTを活用した農業振興と若手就農者の拡大
⇒ ICTを活用した養液土耕システム導入による農産物の売上額向上率（導入前比、平均） 20％（R6）

・女性や高齢者、障がい者が活躍できる社会の実現 ⇒ 障がい者雇用率(従業員50人以上の企業) 2.3％（R6）

柱１ ICTと既存産業・資源を活用したしごとづくり

【基本的方向】
● ICT専門大学である会津大学との連携を強化し、ICT・アナリティクス人材の活用を推進していくとともに、アナリティクス産業・
ICT関連企業の集積を進め、地域ベンチャーの支援を推進するなどにより、魅力的なしごと・雇用を生み出し、地域活力の向上
を図ります。
● 中小企業の経営基盤と競争力を強化するため、中小企業及び小規模企業振興条例に基づく各種取組を推進し、漆器や
酒などの地場産業のブランド力向上と消費拡大に向けた取組を推進します。
● 本市の豊かな自然環境を生かした基幹産業である農業については、ICT・アナリティクス産業を融合することで相乗効果を発
揮させ、効率化・高付加価値化を図り、参入の障壁を下げることによって若年層等の就労も促しながらしごとづくりを進めます。



24

第２期市総合戦略の概要 地方創生を推進するための４つの柱②

【主な取組とKPI】
・ICTを活用したインバウンド対策の推進 ⇒ VISIT AIZUページビュー数 60万回（R6）

訪日外国人宿泊者数（１～12月） 32,700人（R6）
・広域連携による観光の推進 ⇒ 観光客入込数（１～12月） 395万人（R6）
・新たな切り口による観光誘客の拡大 ⇒ 産業観光客数（１～12月） 2,600人（R6）
・中心市街地の活性化 ⇒ 中心市街地における新規出店者数 14件（R6）
・交流を通した人材の育成 ⇒ 會津熱中塾のべ参加者数 1,200人（R6）
・地域の魅力発信による定住・二地域居住の推進 ⇒ 市外からの移住者数 159人（R2～R6累計）

柱２ 地域の個性を活かした新たなひとの流れの創出

【基本的方向】
● 先人が築いてきた会津の「宝」といえる地域の資源を最大限に活用し、ICTを活用した情報発信などによるインバウンド対策や、
会津地域一体となった広域観光の推進、着地型観光の促進等により、更なる観光振興を図り、多くの人に本市の魅力を知ってい
ただくための取組を進めます。
● ひとが訪れたくなるまちなかの魅力向上を図るとともに、交流を通した人材の育成、本市の魅力の発信による移住・定住の促進
等により、交流人口の増加を図り、新たなひとの流れを創出します。
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第２期市総合戦略の概要 地方創生を推進するための４つの柱③

【主な取組とKPI】
・ICTを活用した医療・ヘルスケアの促進 ⇒ 国民健康保険特定健康診査受診率 60％（R6）
・ICTの活用による交通の利便性向上 ⇒ 市民１人あたりの市内公共交通利用回数 14回（R6）
・ICTを活用した防災対策等の推進 ⇒ 防災情報メールの登録者数 13,500人（R6）
・再生可能エネルギーの普及拡大 ⇒ 再生可能エネルギー発電施設の設備容量 238,352kw（R6）
・ICTを活用した情報提供基盤による利便性向上 ⇒ デジタル情報プラットフォームの登録者数 19,500人（R6）
・中山間地域の生活支援の促進 ⇒ 中山間地域生活支援システムの導入世帯数 300世帯（R6）
・デジタルガバメントの推進 ⇒ マイナンバーカード普及率 92.0％（R6）

柱３ 生活の利便性を実感できる安全・安心なまちづくり

【基本的方向】
● 市民が健康でいきいきと快適に暮らすことができるよう、ICTを活用した医療・ヘルスケアやモビリティの取組、ICTを活用した情報
提供の基盤づくり、行政のデジタル化等を進めていくことで、市民生活の利便性向上に取り組みます。
● 災害分野におけるICTを活用した効果的な情報発信や、AIを活用した虐待防止の補助などにより、安全・安心なまちづくりを
進めます。
● ICTや先進的な環境技術、再生可能エネルギー等の市施設への率先的な導入などにより、持続可能な低炭素社会の実現を
目指します。
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第２期市総合戦略の概要 地方創生を推進するための４つの柱④

【主な取組とKPI】
・結婚・出産支援の推進
⇒ 結婚支援事業をきっかけに婚活を前向きに考えられるようになった参加者の割合 100％（R6）

・子ども・子育ての支援 ⇒ 保育所施設待機児童数 ０人（R6）
⇒ 男女共同参画推進事業者表彰の表彰件数 54件（R6までの累計）

・地域の魅力発信による定住・二地域居住の促進（再掲） ⇒ 市外からの移住者数 159人（R2～R6累計）
・教育環境の向上に資するICT環境の整備 ⇒ 児童・生徒ICT活用力 100％（R6）

⇒ あいづっこ＋登録者数 2,400人（R6までの累計）
⇒ 一人一台端末の導入(市内の全児童・生徒) 整備完了（R5まで）

柱４ 結婚・出産・子育て支援と教育環境の整備

【基本的方向】
● 安心して家庭を持ち、子どもを産み育てられるよう、妊娠、出産、育児等への切れ目のない支援を行い、すべての子どもが健や
かに育つことができる環境を整え、子どもたちの成長を支える取組を推進します。
● 藩校日新館から引き継ぐ、明日を担う人材の育成に心血を注いできた土地柄である会津の歴史と伝統に倣い、子どもが自分
や他者を大切にする豊かな心や自己肯定感を育み、長期的かつ総合的な視点から学力向上を図り、課題を解決する力を育成し
ます。
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企業版ふるさと納税制度
2020年11月、第２期市総合戦略をもとに作成した「地域再生計画」が国の認定を受けたことにより、第２期市総
合戦略に掲げられた事業について、企業版ふるさと納税制度を活用できるようになりました。
構成団体の皆様からのご相談をお待ちしております。 しごと創生総合戦略」などを踏まえ、

企業版ふるさと納税制度について
■概要
企業が、国による認定を受けた地方公共団体の「地域再生計画」（地方版総合戦略を
基に作成）に掲げられている事業に対して寄附を行った場合、地域再生法に基づき、法人
関係税が税額控除される制度（ただし、本市に本社を立地する企業は除く）。
令和2年度税制改正（租税特別措置法等）により、寄附企業の税額控除割合が引き
上げられ、寄附額の最大約9割の税額控除が受けられます。

公共団体が行う手続が簡素化されるなど、大幅な見直しが行われた。

会津若松市ホームページ



ご清聴ありがとうございました


