
　課題テーマ：ＩＣＴを活用したウォーキング推進による健康づくり

課題テーマの概要 　市ではウォーキングを推奨し、マップなどを作成しながら普及に

取り組んできましたが、現状では高年齢層を中心とした一部での実

践に止まっている状況です。このため、｢楽しさ｣や｢便利さ｣を感じ

ながらウォーキング習慣が身に付くような機能を持つスマートフォ

ンアプリを市と協働で開発し、より多くの方へのウォーキングの推

進による健康づくりを図るものです。

提案への期待 　幅広い年代の方々が、ウォーキングをより便利に、楽しく、継続

できるようなスマートフォンアプリの開発について、利用者の視点

に立った具体的な提案を期待しています。

　また、ウォーキング途中で簡単にさまざまな情報発信ができるな

ど、利用者が楽しみながら、本市の魅力発信にもつながるような機

能についても期待しています。

※上記のような期待を提示し、企画事業を募集した結果、次の事業が採択されました。

行政提案型協働モデル事業

取組事業例　7

　○平成28年度
　・ウオーキングカフェの開催（月 2 回程度）

　　カフェのようなゆったりした場所で、ウオーキン

グの仲間作りや情報交換ができる場を開催する。

　・ウオーキングイベントの開催（月 1 回）

　　多種多様なテーマを設けたウオーキングイベント

を開催する。

　・ ICT ツール「あるき＋（アルキタス）」の開発

　　シンプルな操作で幅広く利用可能なアプリを開発

する。

○ 平成 29 年度

　・アプリ「あるき＋」の改修

　　昨年度に開発したアプリ「あるき＋」で、歩くこ

とで得られるメダルを使用できるようにする機能

の改修と追加を行う。

　・メダルを獲得できるイベントの開催

　・メダルを利用できる場の提供

　　メダルを物やサービスと交換できる仕組み整備に

向けた実証

◆提案内容

　≪ウオーキングカフェ会津≫

○代表者　西本　浩幸

○発足　　平成28年6月

○活動内容

　ウオーキングによる地域課題解決事

業

①歩くことに関する学び場の提供

②歩くことを経験する場の提供

③歩くことを促進したり、より楽しむ

ための商品やサービスの企画、開発、

運営

④「歩くこと」や「歩く人たち」によ

り、地域のさまざま

な課題の解決に取り

組む　

◆提案団体紹介

事業名：

「ＩＣＴとコミュニティづくりによるウォーキング習慣化実証事業」（平成 28年度）

「メダルの付加価値化によるウォーキング習慣化実証事業」（平成 29年度）

≪ 提案団体 × 市担当課：ウォーキングカフェ会津 × 市健康増進課≫

平成 28・ 29
年度事業
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 ◆役割分担

◆事業実践（平成28年度）

■アプリのコンセプト決定のためのワークショップ

✿「子供が夢中になることで週末に父親を外に引っ張

り出すアプリ！」というコンセプトを決定

・ アプリの特徴を 子供が親しめるデザイン、シンプ

ルな機能と操作性、豊富なメダルの種類とデザイ

ンとしてアプリの設計と開発を行うことになりました。

■ウオーキングカフェの開催（3 回）

✿「歩く」ことや「健康」をテーマに、ふだん歩かない人でも

歩くことについて考えたり、健康について学んだり、

ウォーキングを継続できるようなアイディアを話し合った

りすることで、より自分らしい健康づくりを目指すための

コミュニティとして開催。

・第 1 回…テーマ「健康って何？」　

～なんで健康にならないといけないんだろう～

・第２回…テーマ「ウオーキングって何？」

～なんでウォーキングが健康にいいんだろう～

・第 3回…テーマ　「これでもう歩ける」

　○担当課が担う役割

　・カフェやイベントの告知

　　⇒庁内職員や関係団体への情報配信

　・データ収集と提供

　・ウオーキング実践団体との調整等

　・協力店の調査、依頼

　・アプリの評価やフィードバック、　

　　デモ依頼　

＊「健康って何？」をテーマに開催し

た 1 回目のウオーキングカフェ

○双方が担う役割

・カフェの企画、運営

・イベントの内容検討、実施、反省

・アプリの仕様の検討や決定

　○提案者が担う役割

　・カフェやイベントの告知

　　⇒SNSやインターネットでの情報発信

　・イベント説明チラシの作成

　・データ収集と整理

　・メダル獲得と消費に関する仕様の検討　

　　　⇒メダル消費の協力店へのメリットの

　　　設計、アプリの機能実装

＊アプリのコンセプトなどを真剣に検討 

行政提案型協働モデル事業取組事業例　7
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■ウオーキングアプリ「あるき＋」の開発＆アプリのデ

モをかねた「アプリとまち歩き」の開催

✿「あるき＋」は子どもとお父さんが一緒に楽しめ

るということがコンセプトです。機能もシンプルに、

歩いた距離数、時間、消費カロリーが表示されるほ

か、歩いた時間に応じて、アプリ上でメダルがもら

えます。

・12 月 18 日（日）、出来たばかりのアプリのバグ

（デバック）を検証するとともに、アプリを使っ

てまち歩きを楽しんでもらうイベントを開催しま

した。

参加者のミッションは、①バグを見つける　②まち歩きでレアスポットを見つける

の２つで、チームや個人でまち歩きをしました。まち歩き終了後は、まち歩きで撮影

した写真をｆ acebook に投稿し、レアスポットの紹介などを行いました。

レア不具合賞や参加者の投票によるレアスポット写真賞に選ばれた人には、リアル

メダルがプレゼントされ、また今回、企業の協賛による参加賞も提供することができ

ました。

◆事業実践（平成29年度）

■スマートフォンアプリ「あるき＋」の改修に伴う監修

✿前年度に開発したアプリ「あるき＋」の改修をボランティアベースの協働によって実

施することが困難な事情が生じたため、提案者と市の関係各課で何度も協議を重ね、

「あるき＋」を市のローカル情報交流アプリ「ペコミン」の機能の一部に組み込むこ

とに決め、改修の作業を市の業務委託として外注することにしました。仕様やアプリ

の監修を提案者が役割として担いました。

■アプリを活用したイベントの開催

✿1 月 27 日（土）、歩くことで獲得できるメダルを使って、

サービスと交換できる機能を備えたアプリ「あるき＋in

ペコミン」が完成したので、このアプリを使って、歩く

⇒メダル獲得　⇒引き換えクーポン購入　⇒サービスと

交換の一連の過程を体験できるイベントを開催しました。
＊歩くことで得られたメダルを

使ったクーポンを、協力店舗で

使用する仕組みを実証

＊イベントでは、アプリを使ってそれ

ぞれにウオーキングを楽しみました

行政提案型協働モデル事業取組事業例　7
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≪事業の成果と課題≫（提案団体＆担当課）

＊事業の成果と課題＊

≪平成28年度≫
・ウオーキングカフェでは、30～50代の男性というターゲットの取り込み方法に課題
はあったものの、参加者が気軽に話し合い、アイディアをシェアできるように進行し、
より良いコミュニティづくりができた。
・イベントでは、ターゲット層が多く参加し、楽しみながら歩く体験をしてもらえた。
・アプリの完成レベルは発展途上であり、当初計画した不特定多数への公開は見送った。

　≪平成29年度≫
・アプリ「あるき＋」については、改修に関して紆余曲折があり、最終的に市のロー
カル情報交流アプリ「ペコミン」に統合し、不特定多数への公開をすることができた。
・アプリの完成までに時間を要したことから、事前にメダル獲得のためのイベント開
催は実施できず、完成後にメダルを獲得し使用する仕組みを体験するイベントを開催
した。イベント開催回数は少なかったが、メダルを使用できる仕組みをつくることは
できた。
・参加者19人に行ったアンケートでは、「引き換えクーポンは今後歩き続けるために
有効だと思うか」の問いに100％「思う」との回答が得られ、この仕組みの有効性を
確かめられるイベントになった。

＊協働事業としての評価＊

　≪平成28年度≫
　・誰か一人が一方的に意見を述べるのではなく、それぞれが意見を述べ、顔合わせや改
善点の共有、対策を検討することができた。

　・団体が得意なICTの分野、担当課が得意な健康や運動の分野でそれぞれの知見を生
かすことができた。

　≪平成29年度≫
　・お互いの分野に属さない微妙な作業等については、柔軟に役割を変えて進めることが
有効だと感じた。

　・ICTをテーマにした協働事業については、アイディア構築までを協働の対象とし、ア
プリ開発等については民間業者へ委託するなどの手法の方が効果的ではないかと、実
践を通して感じた。

行政提案型協働モデル事業取組事業例　7
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課題テーマ：地域防災力強化のための意識づくり

課題テーマの概要 　近年の異常気象、災害多発に対しては、「地域による地域のため

の防災力」が必要です。このため、自主防災組織の設立とその活動

によって、住民自らが、迅速できめ細かな災害対応ができるような

体制づくりを目指します。具体的には、「共助」の必要性を学び、

地区住民の意識高揚を図るとともに、自主防災組織の設立に向けた

取組について、市と協働で検討、実践するものです。

提案への期待 　防災及び災害時には、自助（自分の身を守る）・共助（地域住民

同士で身を守る）・公助（警察、消防、自治体等）の連携が不可欠

ですが、近年の大規模かつ突発的な災害に対しては、迅速かつ細や

かな対応ができる「共助」が注目されています。地域でつくる「自

主防災組織」等の必要性を学び、その設立に向けてステップアップ

を行っていくことで、地域防災力の強化が図られるような提案を期

待します。

※上記のような期待を提示し、企画事業を募集した結果、次の事業が採択されました。

行政提案型協働モデル事業

取組事業例　8

○提案概要

① 地区住民はもとより、近隣地区の住民とと

もに、近年多発する予想外の様々な災害に備

え、防災に対する意識醸成を図ります。

② 日ごろから住民の連携を図り、災害の発生

に備え、より一層の地域コミュニティづくり

を進める機会とします。

○ 事業内容

　・防災に関する勉強会（市のハザードマップや

家庭用防災カルテを理解する）

　・実態調査（地区内の危険箇所や空き家等の実

態調査、オリジナルハザードマップや本町防

災カルテ作成のワークショップ）

　・先進都市調査　・自主防災組織の検討

平成 29年度

事業

◆提案内容 ◆提案団体紹介

≪ 会津若松市本町商店街振興会≫

○代表者　会長 松澤　洋治

≪融通寺町町内会≫

　○代表者　会長 笹内　紘司

≪活動内容≫

本町地区は中心市街地の西側に位

置し、木造の住宅や店舗が比較的密

集している。商店街には小売店をは

じめスーパーや郵便局、金融機関、

病院が立地する。融通寺町景観協定

を締結し、格子を使った景観づくり

に取り組んでいる。両団体は、安

全・安心な本町をつくるため、本事

業に連名で取り組むものである。

事業名：「本町地区安全・安心まちづくり事業」

≪ 提案団体 × 市担当課：会津若松市本町商店街振興会・融通寺町町内会 × 市危機管理課≫
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 ◆役割分担

◆事業の実践

■地域の危険個所チェックを 2 回実施

地域内の交通上不安な場所など日常生活での危険

個所や水路における氾濫の危険性、災害時に避難場

所として利用できそうな場所などを実際に地域の方と歩

きながらチェックを行いました。確認した危険個所や避

難場所に利用できそうなところを、地区独自の「ハザー

ドマップ」に反映しました。

■防災まちづくり勉強会を 2 回開催

✿第1回：市のハザードマップや家庭用防災カルテを理解する。

✿第2回：オリジナルハザードマップの検討、作成と自主防災組織の検討

・勉強会や実態調査、ワークショップをとおして、防災に対する意識の醸成を図るとともに、

住民や事業者等の連携を強化しながら、自主防災組織の設立を検討しました。

＊完成したオリジナルハザードマップ

○担当課が担う役割

・関係団体や市関係部署への協力要請

や連絡調整

・勉強会等の開催支援

・防災に対する意識醸成（ハザード　

マップや防災カルテ等の周知）

・自主防災組織設立への支援

○提案者が担う役割

・事業全体の運営管理

・地区住民や事業所等への周知、協力

要請

・勉強会や実態調査、ワークショップ

　の開催

・事業会計の管理、成果のまとめ等

＊地域の皆さんと危険箇所などの実態

調査を実施

＊ハザードマップ検討・作成のための勉強会

行政提案型協働モデル事業取組事業例　8
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■先進地調査（2 回）

✿防災に備える先進都市で実践している安全・安心のま

ちづくりを視察しました。

・視察先…仙台市（第1回）、日光市と宇都宮市（第2回）

日光市では、自主防災組織の運営と現状、課題等

について、自治会長・自主防災組織会長と意見交換を

行いました。

■そのほかの取組

✿2名の若者が防災士の資格を取得

✿本町地区「安全・安心」まちづくり事業かわら版の発行

✿夜回りの実施、体制強化（火災予防と防犯対策）

《事業の振り返り》（提案団体＆担当課）

＊事業の成果と課題＊

・事業の実施により、地区内の防災に対する意識が向上した。また、交通事故や防犯対
策も向上した。
・作成したオリジナルハザードマップにより、災害への備えができるようになった。
（浸水想定、一時避難場所、交通事故危険箇所などを表示）
・消火器の増設による火災への対策の向上が図られた。
・夜回り装備を充実したことにより、夜間の見回り体制を強化できた。
・防災士2名が誕生し、自主防災組織設立への準備が整った。
・平常時からの地区内のスーパーや金融機関等との連携強化を図り、災害発生時の一時
避難等への備えを強化することが今後の課題である。

＊協働事業としての評価＊

・提案団体と市だけでなく、他の組織や企業等と目的や課題を共有しながら、得られた
賛同・協力をハザードマップづくりに反映することができた。
・提案団体は地区住民に身近な立場から周知や参加募集などに力を発揮し、行政は専門
分野についての情報提供を行うなど、互いの特性を生かした事業の推進ができた。
・次年度に自主防災組織の設立を予定し、この事業は終了したが、今後もお互いに連携
しながら自主防災活動の継続・活性化につなげていきたい。

＊栃木県の防災会館を視察。地震

や大雨を体験

行政提案型協働モデル事業取組事業例　8
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　課題テーマ：若者の社会参画促進の機会づくり

課題テーマの概要 　地域課題の解決や地域活性化を図る取組については、市民や各種

団体等の自主的な活動や、行政と連携・協働した取組事例も少しず

つ増えてきていますが、こうした活動の担い手には若者が多いとは

いえません。活動の持続性を高めるためには若者のより積極的な参

画が必要です。積極的に地域に関わる若者の育成は、本市にとって

大きな課題であるため、こうした若者を増やすための機会づくりに

ついて、市と協働で検討、実践するものです。

提案への期待 　地域のことを主体的に考え、積極的に地域に関わる若い人を育て

ることは、行政だけでは解決が難しい地域課題を克服するきっかけ

につながると考えています。そのため、若い世代が地域について考

え、行動できる機会を作ることに加えて、その後も継続して地域活

動に関わっていくことができる仕組みづくりにつながる提案を期待

します。

※上記のような期待を提示し、企画事業を募集した結果、次の事業が採択されました。

行政提案型協働モデル事業

取組事業例　9

○提案概要

地域を盛り上げたい、若者の交流できる空間を

作りたいなど、地域に貢献したい思いを持ちつつ

も、一歩目が踏み出せない若者に対し、当団体と

ともに活動し、企画立案からイベント実施までを

作り上げることで、「地域活動＝楽しい」ことを

実感してもらい、地域のために活動する若者を育

成する。

○ 事業概要

・自分たちで考え、自分たちで作り上げる地域

活動を行う事業に参加する若者を募集し、課題

を共有しイベント（交流・仲間づくりのための

ワークショップ）の企画立案。

・企画した事業の実践。参加者は各自、ブース

を担当し、責任者として運営を担当。

・イベント終了後のフォローアップとして、

データや参加者の感想をもとに、今後の活動の

展開をサポートする。

平成 29年度

事業

◆提案内容

≪Like会津実行委員会≫

○代表者　会長 丑木　亮吉

○発足　　平成27年1月

○主な活動内容

会津若松を中心とした若

い世代の有志が軸となり、

将来の地元の活性化へ向け

た地域づくりに様々な形で

取り組んでいくコミュニ

ティ。地域活性のためのコ

ミュニティの創造、学ぶ機

会の提供、次世代リーダー

育成等の活動を、さまざま

なイベントや勉強会を通し

て実施している。

◆提案団体紹介

事業名：「イベント企画運営による若者の社会参画促進事業」
≪ 提案団体 × 市担当課： Like 会津実行委員会 × 市地域づくり課≫
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 ◆役割分担

◆事業の実践

■ワークショップを全 4 回開催

✿1 回目　公募により集まった 7 名の若者が、地域の課題と

解決のための手法について意見を出し合い、出されたもの

をグループ分けする作業を行いました。

✿2 回目　イベントのテーマとする地域課題を選定。取り組

みたい地域課題と解決手法について各自の発表、議論を

行い、「交流」、「人口減少」の課題を抽出しました。

✿3 回目　イベントテーマの決定のための議論。「交流の広

がるマチ」をテーマとし、「若い世代が共通項をきっかけに繋がる、交流する」ことができるよう

なイベントを企画することになりました。

✿4 回目　テーマに基づいた企画の検討を実施。「ワークショップマルシェ（仮）」を企画として

決定。次からは企画会議で、実践に向けた具体的な検討に入りました。

■イベント実施

✿4 回のワークショップ、実践に向けた具体的な検討のための企画会議を経て、1 月 21 日

（日）に、若者の仲間づくり・交流の機会創出のためのイベント「かたるべマルシェ」を開催しま

した。当日は８つのブースを展開し、学び、語り合いながら交流していただくことで、仲間づく

り、新たなコミュニティ創出のきっかけづくりとなるイベントになりました。

✿事業参加者には一人１ブースを担当してもらい、 ブースごとに Like 会津実行委員会メン

バーからサポートメンバをーをつけ、アドバイスサポートを実施。イベント実施に当たり、一緒

に作る仲間を募集し、3 名が加わりました。

✿子連れでも気軽に参加きるよう、ファミリーサポトあいづ、会津短大生の協力のもと託児

サービスを提供しました。

【ブース紹介】

○英語で遊ぼう！　○お菓子作りでかたるべ♪　○利き酒でかたるべ！　

○ひさみつまゆみとかたるべ！　○メイクレッスンでかたるべ♪　

　○提案者が担う役割

・参加者に対し、イベントのノウハウ　

を提供

・参加者、担当課とともに企画立案

・関係事業者との調整

・民間媒体、若者間のネットワークを　

活用した広報活動

・イベントの運営支援

　○担当課が担う役割

・関係機関、関係者との協議の場の設

　　定や連絡調整

・参加者、提案団体とともに企画立案

・活動場所の確保

・市の広報媒体を活用したイベントの

広報　

＊どんなテーマでイベントを開

くか、真剣で白熱した議論が展

開されました

行政提案型協働モデル事業取組事業例　9
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　　　○オススメ会津をかたるべ！子連れでお出かけマップづくり♪　

○飾っても灯してもきれい♪きらきらジェルキャンドル作りでかたるべ！　

○瓶の中の魅惑の世界・ハーバリウムを作ってかたるべ

《事業の振り返り》（提案団体＆担当課）

＊事業の成果と課題＊

　・提案団体の強みを生かし、マンツーマンでイベントの準備・運営のサポートを行った
ことで、事業参加者がイベント関係のノウハウを学ぶことができた。

　・イベント「かたるべマルシェ」に多数の来場者を得て成功裏に終了することができた
ことで、事業参加者が地域活動の成功体験を持つことができた。

　・「かたるべマルシェ」の継続の声が多く寄せられ、今後も提案団体と事業参加者を中
心にイベントの継続の協議、地域団体への加入についても支援を行う。

※平成      30      年度に、提案団体と事業参加者による「かたるべマルシェ」の自主開催が実現
　・本協働事業では、会議やイベント準備などが多く、これまで地域活動に参加してこな

かった人が主体的に活動するには困難な面もあった。本人の適性や意欲にあった立場
で参加できるような仕組みの必要性が見えた。

＊協働事業としての評価＊

　・民間団体ならではのネットワークと行動力と行政の立場を生かした書類作成事務や公
的機関との調整など、互いの特性を生かすことができ、信頼感を持って取り組むこと
ができた。

　・それぞれ単体では実施することが困難な事業ができたと思う。事業参加者が地域活動
を継続する姿勢を見せてくれたことにつながったのは、協働事業の効果だと思う。

　・事業の成果と課題が見えたことから、提案団体において、地域活動に若者が関わるこ
とができるようなきっかけを作っていきたい。

＊若者の仲間づくり・交流機会創出イベント「かたるべマルシェ」を開催。各テーマのブースを参加

者が責任をもって担当

行政提案型協働モデル事業取組事業例　9
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Ⅱ. 市民協働の種
（アイディア）募集事業の事例

市民協働の種（アイディア）募集事業とは

　「会津若松市市民協働推進指針」の実践の一環として、市民の皆様や市民活動団体

等から、市と協働で取り組むことにより「地域課題」の市民サービスの向上」が図ら

れる可能性を秘めたアイディアを募集し、一緒に考えていくものです。

　こんな流れで、事業化を検討することになります。随時、募集しています。

　意見交換により、地域課題等への情報共有が図られ、

例えば、〇提案者と市との協働事業化への模索

〇関係機関・団体との連携体制構築の必要性の検討　など

提案内容の具体化に向けた取組について、提案者と市が一緒に考えて

いくきっかけとなります。

※意見交換の結果、具体的な取組に至らない場合もあります。
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１　  道路における危険・破損箇所等の情報提供等の仕組みづくり

≪市民団体等   ×   市担当課：道路管理協力隊   ×   市道路維持課≫

平成 28年度に、次のようなアイディアが市民から提案され、道路維持課との協議

の末、提案内容のような仕組みが出来上がりました。平成 29年度から協働事業が始

まり、平成 30年度も継続して取り組んでいます。

■アイディアの内容

地域の課題は？ 道路等の危険個所や修繕が必要な箇所等をすみやかに発見

し処置できないか。

どんな取組が必要？ 市民がスマートフォンで破損等の状況を撮影し、その情報

を市に提供することで、市がすみやかに情報を把握できる

仕組みをつくる。

自分たちが担う役割 公共の場に気を配り、危険な場所等を発見したら市に連絡

市の役割 市民からの情報収集の手法を工夫し、市民からの情報提供

にすばやく対応

アイディアによりできた

情報提供の仕組みのイメージ

　①　道路管理協力隊のメンバーが道路

等の破損箇所を見つけ、スマート

フォンで、市のホームページの地図

サイトに投稿します。

②　市の道路維持課が、画像と提供さ

れた情報を確認し、現場調査を行い

ます。

③　破損状況によって、市の関係各課

と協議を要したり、即時の対応が困

難だったりするものなどを除き、で

きるだけ速やかに対応します。

④　対応の結果を地図サイトに掲載し、

投稿者へもメールで返信します。

※国道や県道などの情報の場合は、県へ

情報提供を行います。

市民協働の種

（アイディア）募集事業
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２　  NPO      や株式会社等の設立相談のワンストップ窓口の設置

≪市民団体等   ×   市担当課： 特定非営利活動法人環境地域文化エナジー    ×   市協働・男女参画室≫

平成 28 年度に、次のようなアイディアが市民から提案され、市協働・男女参画室

との協議の末、提案内容のような取組が実現しました。平成 29 年度から協働事業が

始まり、平成 30 年度も継続して取り組んでいます。

■アイディアの内容

地域の課題は？ 市民活動やソーシャルベンチャー（社会的な起業）をした

いと思った際にどうやって良いのか分からない。それを相

談できる窓口がない。

どんな取組が必要？ NPO や株式会社等の設立相談のワンストップ窓口の設置

自分たちが担う役割 場所の確保と、相談対応から育成まで

市の役割 ・広報と周知

・相談対応者の予算化

具体的な相談事例と対応例

平成 29 年度では 6 回の相談窓口を開設

し、７件の相談に対応しました。

相談内容は、

　・町内会での活動の課題について

　・高齢者主体の社会参加活動について

　・地域資産を生かしたソーシャルビジネ

スについて

　・女性向けの再就職サービスの新たな事

業展開について

　・創業希望者の相談

　・未婚男女のマッチングサービスについて

　・高齢者が集まる場の運営について

など、多岐にわたるものでした。

　これから起業したい方、新たな事業展開

を考えている方、地域での活動の課題を感

じている方などから、さまざまな相談が寄

せられています。

市民協働の種

（アイディア）募集事業

平成 30年度の事業周知のためのチラシ
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