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第１章 緊急対策の取組と評価 

１ 緊急対策が目指すもの 

 『市民生活を守り、地域活力を再生していく取組～会津若松市新型コロナウイルス感染症緊急対

策～』は、感染拡大の状況下にあっては、新型インフルエンザ等対策特別措置法（以下、「特措法」

という。）による対策への態勢を整えるとともに、感染拡大防止への取組や暮らし・雇用・事業者を

守る取組により「市民生活を守り」、感染収束を見据えては、地域経済活動の回復や感染症等の非常

時に強い社会経済構造の構築により「地域活力を再生していく」ことを目指しています。 

 これまで、５月臨時補正予算に合わせた第１弾から９月補正予算に合わせた第４弾まで、特別定

額給付金をはじめとした国の『新型コロナウイルス感染症緊急経済対策～国民の命と生活を守り抜

き、経済再生へ～（以下、「国緊急経済対策」という。）』に基づく国庫補助事業や、「新型コロナウ

イルス感染症対応地方創生臨時交付金（以下、「地方創生臨時交付金」という。）」を活用した地方単

独事業について、感染の拡大・収束のそれぞれの局面において段階的に緊急対策として取りまとめ、

実行に移してきました。 

 現時点では、ワクチンや特効薬は実用化に至っておらず、感染症の状況としては、世界的には、

再度、都市封鎖を行う国があるなど感染の勢いが収まることなく、国内では、社会経済活動と連動

する形で増減を繰り返し、「第３波」ともいわれる感染再拡大の中にあります。本市でも、８月 19

日の１例目から 10月 15日の 25例目まで陽性患者が確認されており（11月 16日現在）、さらには、

市内医療機関においてクラスターの発生もありました（図１）。 

 このように予断を許さない状況の下、「市民生活を守り、地域活力を再生していく」ためには、本

市の緊急対策について、これまでの取組と効果を検証し、それらを踏まえて今後の方向性を定めて

いくことが重要であることから、緊急対策について現時点における中間評価を行うこととします。 

 

（図１） 
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２ 緊急対策の全容と財政的側面 

 国は、新型コロナウイルス感染症に対し、令和２年４月７日に国緊急経済対策と 25 兆 6,914 億

円という大規模な第一次補正予算案を閣議決定し（後に４月 20日付け修正・閣議決定）、４月 30日

に成立させました。さらに、31 兆 9,114 億円の第二次補正予算についても、５月 27 日に閣議決定

し、６月 12日に成立させました。 

 市においても、新型コロナウイルス感染症に対しては、適切なタイミングで的確な対応を実施し

ていく必要があるものと認識し、４月専決から９月補正まで６度にわたる補正予算の編成と予備費

の活用により、市民の生活と地域経済を守ることを最優先とした様々な緊急対策に係る予算措置を

行ってきました（表１）。 

 これらの緊急対策については、地方創生臨時交付金をはじめとした国県補助金等の活用を見込み

ながら、財政調整基金を取り崩して進めており、９月補正までの予算額は、地方創生臨時交付金を

活用する地方単独事業について、事業費約 20.9 億円、財源のほとんどは財政調整基金を充ててい

ますが、国からの地方創生臨時交付金の交付限度額は約 16.0 億円とされており、実質的な一般財

源（財政調整基金活用額）は約 4.9億円となっています。特別定額給付金などの国庫補助事業につ

いては、事業費約 130.9億円、財源として国庫補助金等約 130.5億円、一般財源約 0.4 億円となっ

ています（表２）。 

 また、緊急対策の４本の柱の区分で、地方単独事業を分類した際の割合としては、「Ⅰ 感染拡大

防止への取組」が約 7％、「Ⅱ 暮らし・雇用・事業者を守る取組」が約 55％、「Ⅲ 収束局面での

地域経済活動の回復」が約 22％、「Ⅳ 感染症等の非常時に強い社会経済構造の構築」が約 16％と

なっています（表３）。 

 

（表１）緊急対策の予算措置状況【予算区分別】                （単位：千円） 

予算区分 
国庫補助事業等 

地方単独事業 

（地方創生臨時交付金） 

緊急対策全体 

（合計） 

事業数 金額 割合 事業数 金額 割合 事業数 金額 割合 

予備費 0 0 0 10 40,892 1.9 10 40,892 0.3 

４月専決 2 12,050,900 92.1 0 0 0 2 12,050,900 79.4 

５月臨時 4 131,662 1.0 18 799,729 38.2 22 931,391 6.1 

６月補正 0 0 0 6 101,968 4.9 6 101,968 0.7 

６月追加 1 183,255 1.4 2 64,120 3.1 3 247,375 1.6 

７月臨時 10 93,378 0.7 23 570,981 27.2 33 664,359 4.4 

９月補正 4 627,919 4.8 14 516,387 24.7 18 1,144,306 7.5 

計 21 13,087,114 100 73 2,094,077 100 94 15,181,191 100 

 

  



- 3 - 

 

（表２）緊急対策の予算措置状況【財源区分別】              （単位：千円） 

事業費と財源区分 
国庫補助事業等 

地方単独事業 

（地方創生臨時交付

金） 

緊急対策全体 

（合計） 

金額 割合 金額 割合 金額 割合 

事業費 13,087,114 100 2,094,077 100 15,181,191 100 

財

源 

国庫補助金 12,735,975 97.3 0 0 12,735,975 83.9 

地方創生臨時交付金※ 0 0 1,596,977 76.3 1,596,977 10.5 

県補助金 17,511 0.1 0 0 17,511 0.1 

その他 296,070 2.3 5,275 0.2 296,070 2.0 

一般財源 37,558 0.3 491,825 23.5 529,383 3.5 

※ 財源のうち地方創生臨時交付金については第２次までの交付限度額 

 

（表３）緊急対策の予算措置状況【対策区分別】                （単位：千円） 

予算区分 
国庫補助事業等 

地方単独事業 

（地方創生臨時交付金） 

緊急対策全体 

（合計） 

事業数 金額 割合 事業数 金額 割合 事業数 金額 割合 

Ⅰ 感染拡大防止へ

の取組 

 

11 97,778 0.8 27 145,955 7.0 38 243,733 1.6 

Ⅱ 暮らし・雇用・

事業者を守る取

組 

5 12,268,047 93.7 21 1,150,298 54.9 26 13,418,345 88.4 

Ⅲ 収束局面での地

域経済活動の回

復 

0 0 0 15 462,182 22.1 15 462,182 3.0 

Ⅳ 感染症等の非常

時に強い社会経

済構造の構築 

5 721,289 5.5 10 335,642 16.0 15 1,056,931 7.0 

計 21 13,087,114 100 73 2,094,077 100 94 15,181,191 100 

 

  



- 4 - 

 

３ 取組と成果・評価 

Ⅰ 感染拡大防止への取組 

(1) 感染拡大防止対策 

①感染拡大防止のための情報提供と広報啓発 

（取組） 

 新型コロナウイルス感染症に係る広報啓発による感染症拡大防止と、各種支援策等の情報提供

による不安解消等を目的とし、令和２年３月から順次、市政だよりや市公式ホームページ、ＳＮ

Ｓ、テレビ・ラジオ等による情報提供を開始しました。 

 また、５月 13日には「総合コールセンター」を開設し、感染症対策に係る新聞折込チラシを配

布し、以降、報道機関向けの記者会見や資料提供により、テレビ、ラジオ、新聞の各報道機関と

連携して必要な情報を迅速に提供してきました。 

 さらに、国内感染の拡大局面においては感染予防徹底のお願い、大型連休に際しては市民への

外出自粛の要請と観光客への訪問自粛のお願い、市内感染確認時には差別や誹謗中傷、感染者の

特定が行われないよう冷静な行動の呼びかけなど、状況に応じたメッセージを発信しました。 

 インターネット媒体や折込チラシによる迅速な情報提供、市政だよりによる詳細で分かりやす

い情報提供、総合コールセンターや各部局窓口での電話応対による具体的できめ細かな説明と案

内誘導など、媒体の特性を活かした広報を実施しました。 

 

（成果・評価） 

 市公式ホームページのアクセス件数については、４月 16日の全国における緊急事態の宣言とそ

の継続により５月には過去３か年平均の２倍超となり、市内初の感染者が確認された８月では過

去３か年平均の 3.5倍超となるなど、大きく伸びています（図２）。 

 また、総合コールセンターについても、５月の稼働日 13日間で 234件の問い合わせへ対応する

など（図３）、市民の不安解消ときめ細かな情報提供に大きく貢献するとともに、10 月末までに

985 件の問合せへ対応し、職員の電話応対等への負担を約 357 時間分、46 人日相当（１件当たり

約 22分）削減できました。 

 媒体の特性を活かした広報を行ったことにより、インターネットを利用できない方を含めて、

感染拡大防止に必要な情報を素早く提供することができました。 

 本市における初の感染確認は、国内が「第２波」といわれる感染再拡大の中にあった８月 19日

であり、１月 16日の国内での初の感染確認や３月７日の県内での初の感染確認、４月から５月に

かけての国内感染の「第１波」といった感染拡大の経過と比較すると、市内での感染を遅らせた

要因の一つに、市による感染拡大防止のための情報提供と広報啓発、問合せ対応の強化が貢献し

たと考えています。 



- 5 - 

 

（図２） 

 

（図３） 

 

 

②公共施設や公共サービスにおける感染防止対策 

（取組） 

 公共施設や公共サービスにおける感染防止に向けて、非接触型体温計や消毒液、マスクといっ

た感染防止用品等の整備や、換気扇の増設や手洗いの自動水栓化といった設備等の改修、職員の

検温やマスク着用等の徹底といった「新しい生活様式」の定着を図りました（表４）。 
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（表４）公共施設や公共サービスにおける主な感染防止対策 

対象 主な感染防止対策 

市立小中学校 非接触型体温計、感染防止用品の整備 

市立小中学校スクールバス 過密乗車解消のためのバスの増車・大型化 

公立保育所・幼稚園・児童館 感染防止用品の整備 

民間保育施設等・こどもクラブ 感染防止用品整備への支援 

ファミリー・サポート・センター 空気清浄機、感染防止用品整備への支援 

養育支援員、乳児家庭等への訪問従事者 非接触型体温計、感染防止用品の整備 

会津図書館【再掲】 非接触型体温測定器、図書消毒機の導入 

市公共施設 窓口への間仕切りシート設置、感染防止用品の整備 

北会津・河東保健センター【再掲】 手洗い場自動水栓化、空気清浄機 

夜間急病センター【再掲】 換気扇増設、手洗い場自動水栓化 

斎場【再掲】 非接触型体温測定器 

市職員 検温、マスク着用、手洗い・手指消毒の徹底 

 

【再掲】会津図書館（第１章３-Ⅳ-(1)-①） 

    北会津・河東保健センター（第１章３-Ⅳ-(1)-①） 

    夜間急病センター（第１章３-Ⅳ-(1)-①） 

    斎場（第１章３-Ⅳ-(1)-①） 

 

（成果・評価） 

 これらの取組により、公共施設及び公共サービスにおける感染拡大の防止と、業種別のガイド

ライン等を踏まえた安心して利用できる環境を整備することができたことから、公共施設や学校

の休業、感染を懸念した利用控えなどによる一時的な利用者の減少はあったものの、それぞれの

施設及びサービスにおいて、大きな減少を食い止め、利用も回復傾向にあるなど、必要なサービ

スの提供を維持することができました（図４、図５）。なお、公共施設については、コンサートや

スポーツ大会など催事での利用割合が高い施設において、催事開催時の人数制限等の影響により、

利用の回復が遅れている状況にあります。 
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（図４） 

 

（図５） 

 

 

 

(2) 地域医療体制の維持 

（取組） 

 地域の医療機関等における医療資材不足等に備え、サージカルマスクやアルコール消毒液、医

療用のガウンやフェイスシールドなどの医療資材を確保し、市内の医療機関等の要請に応じて提

供しました。 
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 また、発熱患者の早期対応と医療機関における新型コロナウイルス感染症の発生リスク低減、

地域の医療機関の安定的な運営のために、６月から市独自に発熱外来を設置運営し、10月からは

県受託事業としてＰＣＲ検査等の検体採取を行うなど運営形態の充実を図りました。さらに、地

域における日中の発熱外来の診療体制が整備されてきたことを踏まえ、11 月 16 日から、夜間急

病センターへ発熱外来の機能を統合し、夜間の診療体制の強化を図ってきました。 

 加えて、感染症対策にあたる医療従事者支援のために、宿泊施設を確保し、宿泊費用の一部を

旅館・ホテルへ補助する制度を設け、地域の医療機関へ周知し利用を促しました。 

 

（成果・評価） 

 市内の医療機関等の要請に応じて、マスク約８万枚、消毒液 83リットルの医療資材を提供・貸

与したことにより、特に、医療資材が価格高騰又は入手困難となっていた４月・５月を中心とし

て、地域の医療機関における医療資材不足の解消による診療継続を図りました（表５）。 

 また、発熱外来では、９月末まで県や民間医療機関による設置がない中、10月末までに、若い

世代を中心として（10～30代 64％）、92名の受診者があるなど、発熱患者にとっては身近な医療

機関としての役割を担うとともに、地域の医療機関においては院内感染発生のリスク低減と負担

軽減を図ることができました（図６、図７）。さらに、日中の地域医療機関の診療体制を踏まえた

夜間急病センターへの発熱外来機能の統合により、昼夜を通した診療体制を構築することができ

ました。 

 加えて、感染症対策に当たる医療従事者への宿泊支援では、市内で陽性患者が確認されて以降、

10 月末までに延べ 63 泊の利用があり、家族等への感染を懸念する医療従事者の身体的・精神的

な負担軽減に寄与しました。 

 以上の取組により、新型コロナウイルス感染症の全世界的な拡大と市内での発生という厳しい

状況下においても、地域医療体制の安定的な運営を図ることができました。 

 

（表５）医療資材の提供等の状況 

月日 相手方 内容 

２月５日 中国湖北省荊州市 マスク 33,000枚 

３月６日 市内医療機関（保健所からの要請） マスク 30,000枚 

３月 12日 会津若松地方広域市町村圏整備組合消防本部 マスク 5,000枚 ※貸与 

３月 30日 会津若松医師会 マスク 10,000枚 

４月 15日 会津若松歯科医師会 マスク 6,400枚 

５月 13日 会津若松医師会 マスク 28,200枚 

99.5％エタノール 83ℓ 
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（図６） 

 

 

（図７） 

 

 

 

(3) 市民生活に資する行政サービスの維持 

（取組） 

 行政サービスは市民生活に直結することから、市役所業務の継続に向けて、各所属へのマスク

や消毒液などの感染防止用品の配置、手指消毒や咳エチケットの徹底、窓口の飛沫飛散防止対策

などに取り組みました。 

 また、市民生活のライフラインである上下水道については、全国における緊急事態宣言が発出

された４月 16 日より早い４月 13 日から、コア業務である浄水施設運転業務について、受託者の

責任者と運転員の分散勤務や運転員の３班体制での勤務、万が一の感染発生時の受託者における

バックアップ体制の確保などにより、感染症発生時にも業務を継続できる体制を構築しました。 
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 さらに、市役所職場密度の削減に向けて、追手町第二庁舎（旧会津学鳳高校校舎）に市職員用

サテライトオフィスを 20室整備するとともに、自宅から市の職員用情報システムへアクセスでき

るリモート接続環境を整備しました。これらの環境整備を踏まえて、出勤時間や出勤日の分散に

ついては５月 22日から、サテライトオフィス勤務については６月１日から、在宅勤務については

８月 11日から、フルタイム勤務職員を対象として試行運用を開始し、これまで各所属において所

管業務の特性や人員体制等を踏まえ、業務への影響を考慮しながら取組を進め、10月末時点では、

全 65所属中、23所属（35％）において、職場密度の削減に取り組んでいます（図８）。 

 また、市役所職員同士、並びに、職員と外部者との接触機会の削減とコミュニケーションの両

立に向けて、オンライン会議や職員間のチャットを可能にする環境整備に取り組みました。オン

ライン会議については、職員が業務で使用するパソコン約 1,500台のうち、約 98％を占める基幹

系及び LGWAN 系のパソコンからは、オンライン会議を利用できないことから、オンライン会議シ

ステム５か所と、オンライン会議用タブレット端末 16 台を整備しました。10 月の利用状況につ

いては、オンライン会議システムの利用はホスト権限での利用実績だけで 23件、タブレット端末

は一台あたり 12 件、計 207 件となっています（図９）。自治体専用ビジネスチャットツールにつ

いては、職員 327名がアカウントを作成しており、10月の利用状況はログイン者数 262名、総メ

ッセージ数 9,337件となっています。 

 

 【再掲】オンライン会議システム等の整備（第１章３-Ⅳ-(1)-②） 

 

（図８） 
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（図９） 

 

 

（成果・評価） 

 上下水道においては、特措法による「水を安定的かつ適切に供給するための必要な措置」に対

処するため、万が一の感染発生を見据えた体制整備により、新型コロナウイルス感染症の状況下

における業務継続が可能な体制を構築するとともに、感染症予防措置として、初期段階から浄水

場での塩素注入量を通常より高めで配水し、手洗いの励行などの推進に努めており、市民生活に

身近な行政サービスの維持を図りました。 

 職場密度削減については、現時点では、35％程度の取組にとどまっていますが、サテライトオ

フィスを、新型コロナウイルス感染症の陽性患者との接触機会があった職員の一時的な勤務場所

とするなど、感染症の状況下における業務継続に一定の効果がありました。また、副次的な成果

として、職員の危機管理意識の向上、業務効率化や段取り力向上などの働き方改革に向けた意識

の醸成、業務のペーパーレス化への意識付けなどを図ることができました。 

 オンライン会議については、国の緊急事態宣言で都道府県をまたいだ人の移動が制限された中

にあっても、県外在住の受託者等との打ち合わせを実際に面談する際と遜色なく実施することが

できるなど、感染症の状況下における業務の円滑な執行を図ることができました。特に、出張や

移動を伴わないことから、移動時間の削減や関係者の日程調整が容易になるといった業務効率化

と、旅費や人件費などの経費節減につながりました。また、職員間のチャットについては、感染

リスクのない手法での職員間コミュニケーションに寄与するとともに、電話やメールの時間削減、

日程調整や情報共有の効率化に効果があったとの意見がありました。 

 以上のとおり、感染防止を図りながら、市民のライフラインである上下水道における業務継続

体制の強化をはじめとし、市民生活に資する行政サービスを維持してきました。 
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Ⅱ 暮らし・雇用・事業者を守る取組 

(1) 市民の暮らしを守る 

（取組） 

 市民の暮らしを守る取組として、国の緊急対策に基づき、すべての住民を対象とし一人あたり

10万円を給付する「特別定額給付金」、離職や減収等により経済的に困窮し、住居を失う又は失う

恐れのある方へ家賃相当分を支給する「住居確保給付金」、小学校等の長期休業による影響を受け

た子育て世帯を支援する「子育て世帯への臨時特別給付金」、子育てと仕事を一人で担う低所得の

ひとり親世帯を支援する「ひとり親世帯臨時特別給付金」を給付しました。 

 「特別定額給付金」については、４月 20日の閣議決定を受け、５月１日付けで専門組織を立ち

上げ、同日オンライン申請受付開始、５月 14 日給付開始、５月 18 日郵送申請受付開始となり、

９月 11日までに対象世帯数 52,089世帯中、51,926世帯（99.7％）に給付金を給付しました。（図

10）。 

 また、生活に困窮している方に対しては、「生活サポート相談窓口」において相談をうかがい、

関係機関と連携しながら継続的な支援を実施するとともに、住居確保給付金の給付をはじめとし

た各種支援策を適用するなど生活の維持に努め、10月末までの新型コロナウイルスの影響による

相談件数は 376件、住居確保給付金は 67件となりました。 

 さらに、４月から開始していた上下水道料金の支払猶予の追加的支援策として、公的家計改善

支援の受給者等を対象として、水道基本料金の６か月間減免による家計改善支援を行うこととし、

10月末までに 1,041件の減免を決定しました（図 11）。 

 さらに、市独自の取組として、収入が大きく減少しているひとり親世帯への更なる経済支援と

して「ひとり親世帯臨時特別給付金（地方単独分）」を、10月末までに 396件、1,188万円給付し、

収入が減少し生活が困難となった世帯を支援する「生活支援臨時特別給付金」を、10月末までに

70件、380万円給付しました。 

 また、新型コロナウイルスの影響により、資金繰りが困難な事業者や給与収入が減少した個人

等の事業並びに生活の維持に向けて、10 月末までに、徴収猶予の特例制度により、市税 102 件、

国民健康保険税 10 件について、無担保かつ延滞金なしで１年間の徴収を猶予しました（図 12）。 

 さらに、新型コロナウイルスに感染し、主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った場

合や、新型コロナウイルス感染症の影響により主たる生計維持者の収入が減少した世帯について、

10 月末までに、国民健康保険税 113 件、後期高齢者医療保険料８件、介護保険料 24 件の減免を

決定し、負担の軽減を図りました（図 12）。 

  



- 13 - 

 

（図 10） 

 

 

（図 11） 

 

 

（図 12） 
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（成果・評価） 

 「特別定額給付金」については、本市の給付率 99.7％は、全国平均 99.4％（総務省：特別定額

給付金ホームページ）を上回っており、総計 117億 4,250万円を給付することができました。 

 また、特別定額給付金を含め、市の会計を通して給付した各種給付金については、５月第３週

から給付を開始し、６月第１週に 25 億 2,070 万円、６月第２週に 81 億 6,017 万円と大きな給付

を行い、10月末までの累計で 124億 7,349万円となっています（図 13）。 

 新型コロナウイルスに伴い生活に困窮している方に対する、市の生活サポート相談や、社会福

祉協議会における「緊急小口資金・総合支援資金」の特例貸付、さらには、市の生活保護の相談・

申込件数は、４月に急増し、５月にピークを迎え、６月に半減となり、その後は概ね低い水準で

推移しており、生活保護の申請へ至るケースも限定的となっています（図 14）。 

 相談内容から、生活困窮の要因として、業種を問わず、感染症の影響により、勤務日数減少に

よる給与収入の減や、債務・家賃などの固定費の支払困難など、経済的理由が多い状況にありま

す。 

 そのため、６月第２週までに「特別定額給付金」が９割を超える世帯へ給付されるなど、国県

市による各種給付金が約 112 億円給付されたことにより、生活に困窮している方の厳しい状況が

緩和され、６月以降の各種支援制度の相談・申請件数の減少につながっています。 

 また、「生活支援臨時特別給付金」の給付件数が、10月末時点では、見込の 5,666 件を大きく下

回る 70件となっていますが、様々な給付や貸付などの支援制度が家計の下支えになり、生活が困

難となるほど収入が減少した世帯数は、当初の想定を下回っています。 

 さらに、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料、水道基本料金の減免による負

担軽減や、市税及び国民健康保険税の徴収猶予、上下水道料金の支払猶予を適切に実施したこと

により、収入が減少した世帯の生活の維持を図りました。 

 以上のとおり、給付、貸付、猶予、減免の各種対策について、関係機関・部署が連携して取り

組んだことにより、新型コロナウイルスによる収入減少等がある中にあっても、市民生活を一定

程度守ることができたと考えています。 
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（図 13） 

 

 

（図 14） 

 
 

 

(2) 雇用・事業者を守る 

①商工業・観光業分野 

（取組） 

 国が４月７日に７都府県に発令した緊急事態宣言は、４月 16日から全国に拡大され、福島県も

同日から県内に緊急事態措置を発令し、外出自粛の要請、施設の使用制限の協力要請等、イベン

トの開催自粛の協力要請が行われ、観光業・商工業分野においても大きな影響が生じました。 

 これに対して、市では、４月１日から「金融・雇用相談窓口」を設置し、事業者等の困りごと

や各種支援策の申請等、10月末時点までに 846件の相談に対応しました（表６）。 

 また、観光客の減少により売上が激減している宿泊業の経営維持に向けて、旅館・ホテル 53施
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設の水道基本料金４か月分を減免しました。 

 さらに、県の要請に応じて、感染拡大防止のために一定期間の休業や営業時間の短縮等を行っ

た事業者に対して、事業継続のために「事業継続支援金」20万円を、事業再開のために「事業再

開助成金」20万円を交付しました。 

 また、事業者の資金繰り対策については、３月 13日から日本政策金融公庫の各種融資制度への

誘導を行うとともに、４月１日には「市中小企業未来資金保証融資制度」の融資限度額と信用保

証料補助率を引上げ、さらには、５月１日から県による「新型コロナウイルス対策特別資金（実

質無利子型）」による融資が実施されることに伴い、市では事業者が負担する信用保証料への補助

を行うこととしました。 

 さらに、地域経済における影響を低減するため、公共工事の計画的な発注に取り組むとともに、

会津若松観光ビューローの事業見直しと事業実施に要する財源の支援を行いました。 

 

（表６）金融・雇用相談窓口の内訳 

 

 

（成果・評価） 

 金融・雇用相談窓口では、各種支援策の公表時期に相談件数が増加し、５月にピークの月間 547

件を数えましたが、６月 125 件、７月 49件と急速に落ち着き、10月はゼロ件となりました。事業

者等が必要としている各種支援制度を窓口で的確に案内し、支援制度の利用につなげることで、

事業者等の不安の解消につながりました（図 15）。 

 「事業継続支援金」及び「事業再開助成金」は、10 月末までにそれぞれ 1,130 件、1,119 件を

交付し（図 16）、事業継続に係る家賃等の支払いや、再開に係る「新しい生活様式」への対応など

に活用されるとともに、特に、緊急事態措置下において、事業の継続・再開に対する事業者の意

欲向上に大きく貢献したと考えています。さらには、地域の事業者の継続・再開は、今後の地域

経済回復の基礎となる重要な取組であったと考えています。 

 市内事業者の資金需要を県信用保証協会の保証債務残高から推測すると、緊急事態宣言が解除

され、県の実質無利子融資制度がはじまる５月に大きく増加し、６月にピークを迎え、東日本大

期間 相談件数

融資制度

等金融支

援

持続化給

付金

特別定額

給付金

緊急小口

資金等生

活資金

雇用調整

助成金

県協力

金・市支

援金

県給付金 その他

4月 98 20 36 4 3 18 57 0 8

5月 547 34 100 27 5 8 413 0 15

6月 125 3 8 1 1 0 105 10 7

7月 49 1 2 0 0 0 40 5 5

8月 23 2 6 0 0 0 14 2 2

9月 4 0 1 0 0 0 2 0 1

10月 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 846 60 153 32 9 26 631 17 38
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震災時の対前年比の伸び率 499％（ピーク時）を大きく上回る 1,140％となっています（図 17）。

市では、10月末までに、39,754 千円の信用保証料を補助することで、77事業者の総額 16億 1,200

万円の資金確保と事業継続を支援しました。 

 全国的には、新型コロナウイルスの影響による従業員の解雇が発生していますが、本市では、

10月末時点までにおいては目立った解雇・雇い止めは見られません。なお、昨年平均 1.32であっ

た会津若松本所管内の有効求人倍率は、５月に 0.84 まで低下しましたが、９月には 1.01 まで回

復しています（図 18）。また、市内倒産件数においても、顕著な増加は見られていません（図 19）。 

 公共工事については、公共工事発注見通しに基づき概ね計画通りの発注で進めることができて

いますが、学校関連の工事の一部については、学校休業の影響により次年度に先送りとしました

（図 20）。また、会津若松観光ビューローへの支援により、市内観光への影響の減少を図りまし

た。 

 これらの取組により、商工業・観光業分野における雇用の維持、事業者の事業継続・再開を図

り、感染拡大による影響を緩和しました。 

 

（図 15）金融・雇用相談窓口の推移 
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（図 16） 

 

 

（図 17） 
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（図 18） 

 

 

（図 19） 
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（図 20） 

 

 

②農林業分野 

（取組） 

 緊急事態措置に伴う外出自粛等の影響により、農業分野においては、特に、外食産業で利用さ

れる農産物の市場等での取引量の減少や価格の下落などの影響が生じました。 

 農業者の経営維持については、国が各種公的制度資金（スーパーＬ資金等）について、資金繰

りや既往債務返済が困難な場合などの実質無利子化や無担保化等を行うことから、本市では、農

業経営資金利子補給金制度の拡充により、制度の隙間を埋める小規模で機動性が高い融資制度を

創設し、農業経営のセーフティネットとしました。 

 また、公設地方卸売市場においては、食品スーパーで取り扱われる農産物は堅調な一方で、旅

館・ホテル、飲食店との取引量が大きく減少したことから（図 21）、５月分から８月分までの４か

月分の市場使用料の支払を４か月間猶予するとともに、影響の長期化を踏まえ、国の家賃支援給

付金の活用促進に加え、９月分から令和３年２月分までの６か月分の市場使用料について売上高

の減少比率に応じて約 17％～33％の範囲で減免することとしました。 

 旅館・ホテルや飲食店向けの取引割合が高い牛肉、地鶏肉、馬肉については、肉用子牛販売価

格の下落（表７）、会津地鶏肉の在庫量の増加、会津馬肉の売上減少と飼育頭数増加による飼養経

費増加など、畜産経営への影響が生じました。そのため、肉用子牛（計画数：生産者９戸、33頭）

の販売頭数に応じた奨励金の交付をはじめとし、会津地鶏肉（むね肉 1,210kg、ささみ 1,000kg）

と会津馬肉（バラ肉 650kg）の学校給食での利用に取り組んでいます。また、会津馬肉について
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は、感染拡大による内食
うちしょく

（自宅で食材を調理して食べること）需要の増加に対応し、大手小売店

のギフト販売としての取扱など、販路拡大に取り組みました。 

 花きについては、歓送迎会や冠婚葬祭、イベント等の開催中止及び規模縮小の影響により、４

月には例年の３割まで販売額が減少し、また、感染拡大の初期から現在（10月末）まで長期間に

わたって、販売額の下落が続いていることから、郵便局と連携した無人販売所の設置により販売

を促進しました。また、市と包括連携協定を締結している金融機関やＪＲの窓口に市内産花きと

メッセージパネルを展示し、生産者のきゅう状を周知するとともに家庭における花きの利用を推

進しました。 

 本市産酒造好適米については、市内酒蔵会社が日本酒販売量の減少に伴い生産を減少させる動

きがあり、令和２年産酒造好適米の過剰在庫の発生と令和３年産酒造好適米の使用量減少が懸念

されます。そのため、市内酒蔵会社に向けては、「日本酒の里緊急支援事業」により６社の設備投

資を支援するとともに、本市産酒造好適米の継続利用に係る「酒造好適米使用継続奨励金」を交

付することとし、生産者に向けては、令和３年産酒造好適米の作付けが減少してしまった場合で

あっても、将来の需要回復時に生産を再開できるよう生産体制維持に対する「酒造好適米生産継

続助成金」を交付することとしました。 

 林業においては、建築用材及び合板に用いる間伐材の需要が減少し、搬出量が制限されたこと

により、間伐材搬出と林業事業体が間伐事業を行うための費用の確保が困難となっていることか

ら（図 22）、林業事業体が行う間伐材の搬出のうち、建築用材及び合板を燃料チップ向け間伐材と

して売り渡すことが見込まれる 2,350㎥に対して、「会津材循環利用推進緊急支援補助金」を交付

することとしました。 

 

（図 21） 
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（表７）本宮家畜市場 肉用子牛セリ平均価格の推移 

月 セリ平均価格 
対２月比較 

増減額 増減率 

２月 768千円/頭 － － 

３月 699千円/頭 ▲ 70千円 ▲ 9％ 

４月 649千円/頭 ▲119千円 ▲15％ 

５月 606千円/頭 ▲162千円 ▲21％ 

６月 654千円/頭 ▲114千円 ▲15％ 

７月 656千円/頭 ▲112千円 ▲15％ 

８月 703千円/頭 ▲ 65千円 ▲ 8％ 

９月 711千円/頭 ▲ 57千円 ▲ 8％ 

10月 674千円/頭 ▲ 94千円 ▲12％ 

 

（図 22） 

 

 

（成果・評価） 

 公設地方卸売市場においては、市場内事業者 19社の市場使用料の支払を猶予するとともに、減

免要件に合致する 15社の市場使用料を減免したことにより、感染拡大が経営に及ぼす影響を緩和

し、食料の安定供給体制の維持を図っています。 

 肉用子牛の価格は、５月の一頭あたり 606千円を底として上昇傾向にあるものの、10月末時点

でも例年の水準まで回復しておらず、販売奨励金の交付が肉用子牛生産農家の営農継続に寄与し

ています。 

 会津地鶏肉については、国及び市事業を活用した学校給食での提供や、内食による加工品の需
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要増加などにより、出荷量が９月に大きく増加しましたが、依然として過剰在庫が続いており、

給食での提供が農業経営の継続に貢献しています（図 23、図 24）。 

 会津馬肉については、ギフト商品の販売好調等により６月の出荷量が例年の水準を大きく超え

ましたが、４月に例年の 1.4 倍まで増加した飼養頭数は７月まで例年より高い状況が続き、養育

経費の増加による経営への影響が残っていることから、市事業を活用した給食での提供が、短期

的な売上の確保のみならず、飼養経費の削減による事業収支の改善につながっています（図 25）。 

 花きについては、郵便局での無人販売により、10月末までに 364束が販売され、新たな収入の

確保につながるとともに、花への興味・関心の喚起に一定の効果がありました（図 26）。 

 酒造好適米については、令和３年産については令和元年産の生産量の▲27％程度と大幅に生産

抑制しなければならない（「令和２年度酒造好適米等の需要量調査結果」農林水産省）と推計され

ている中、本市では、市内酒蔵会社の設備投資支援、並びに、本市産酒造好適米の利用継続の奨

励により、▲7.3％と見込まれており、本市産酒造好適米の生産維持による、農家所得の維持、地

産地消による地域内経済循環を継続することができました（図 27）。 

 会津材循環利用推進緊急支援については、10 月末時点では年間見込量 2,350 ㎥に対して累計

207 ㎥の搬出量となっていますが、当初計画どおり下期に重点を置きながら、会津材の循環利用

を支援していきます。 

 これらの取組により、感染拡大による農林業分野における急激な需要の低下や価格の下落によ

る影響を緩和し、農林業者の経営維持を図りました。 

 

（図 23）                  （図 24） 
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（図 25） 

 
 

（図 26） 
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（図 27） 

 

 

③公共交通分野 

（取組） 

 公共交通については、学校や飲食店等の休業、外出の自粛等による利用者減少により、事業者

の経営環境が急激に悪化し、本市に関連する公共交通についても、乗合バスのうち事業者による

自主運行路線（まちなか周遊バス等）、タクシー、貸切バス、第三セクター鉄道である会津鉄道と

野岩鉄道がそれぞれ運行する会津線及び会津鬼怒川線などに大きな影響がありました（図 28）。 

 そのため、「地域交通事業者緊急支援金」を創設し、乗合バスの自主運行路線の維持、貸切バス

及びタクシーの車両維持、第三セクター鉄道の便数の維持に向けて、路線バス８路線、貸切バス

79 台、タクシー187 台、第三セクター鉄道２路線を支援しました。なお、乗合バスのうち補助路

線については、既存の補助制度により路線の維持が見込まれています。 

 

（図 28） 
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（成果・評価） 

 各公共交通ともに、５月を底として上昇基調にありますが、少人数で利用するタクシーの回復

が早いものの、大人数での利用や観光目的での利用が多い鉄道やまちなか周遊バスなどの回復が

遅い状況にあります。また、他の分野と比較しても回復が遅い状況にあります。 

 そのような中にあっても、「地域交通事業者緊急支援金」による支援により、乗合バスの自主運

行路線やタクシー及び貸切バス事業が維持されているとともに、会津線と会津鬼怒川線の第三セ

クター鉄道２路線についても、大幅な減便を行うことなく運行を維持できており、公共交通利用

者の社会生活への影響を緩和することができました。 

 

 

(3) 教育環境を守る 

（取組） 

 学校については、２月 28 日付けの国及び県教育委員会からの臨時休業についての要請を受け、

同日、本市でも国の方針に従うものとし、３月４日から春季休業開始日前日まで、市内市立小中

学校を臨時休業としました。その後、１学期から市立小中学校が再開されましたが、県による緊

急事態措置を受けて、本市では４月 22日から５月６日までを一斉臨時休業とし、さらに、緊急事

態措置の延長に連動しながら休業を延長し、学校の全面的な再開を６月１日からとしました。 

 臨時休業期間中においては、小学校３年生以下の児童及び特別支援学級在籍者等で、保護者の

勤務事情等により子どもが家庭等で過ごすことが困難な場合は、学校で過ごすことを許可しまし

た。 

 また、児童生徒の生活に対しては、「生活のきろく」の配付やタイマー等を使ったきちんとした

スケジュール管理などの生活指導、教科毎の「臨時休業期間中の学習の進め方」や家庭学習用の

プリントの配布などの学習指導に継続的に取り組みました。 

 さらに、学校給食については、３月から春休みに入るまでの臨時休業期間の学校給食費につい

て、保護者の負担が生じないように、食材納入業者１者に対して食材のキャンセル等に要した費

用を支援するとともに、返金に要する経費を４校に支援しました。さらに、学校給食の主食納入

業者４者及び牛乳納入業者１者に対して、すでに発注していた数量の加工賃等に相当する額を支

援しました。 

 また、学校現場における消毒作業などの感染症対策と、学習の遅れ等への対応などの学校教育

活動を両立するために、市立小中学校 30 校にスクールサポートスタッフを、中学校 11 校にサポ

ートティーチャーを配置することとしました。 

 さらに、市立小中学校における修学旅行について、移動時や宿泊時の感染症対策とこれに要す

る費用の追加負担が課題となっていることから、３密を回避するためのバス台数の増加などの感

染症対策経費について、保護者の追加負担とならないよう、市立小中学校に対して、「修学旅行補
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助金」を交付することとしました。 

 また、ＧＩＧＡスクール構想を推進するため、市立小中学校の全児童生徒及び教員に一人一台

の学習用タブレット端末を整備し、学校における通信ネットワーク環境を構築するなど、教育Ｉ

ＣＴ環境の整備に取り組んでいます。 

 

【再掲】教育ＩＣＴ環境の整備（ＧＩＧＡスクール構想の推進）（第１章３-Ⅳ-(2)-①） 

 

（成果・評価） 

 国及び県教育委員会の要請による一斉臨時休業の効果については、国・県の評価を待つところ

でありますが、本市では、子どもが家庭等で過ごすことが困難な家庭への配慮により、保護者の

負担軽減を図ることができました。また、児童生徒への生活指導及び学習指導により、休業期間

中の児童生徒の規則正しい生活を維持することができたとともに、学習に大きな遅れが生じなか

ったところであります。 

 また、学校給食については、学校や給食食材納入業者への支援により、保護者の新たな負担発

生を回避し、食材の安定的な提供と納入業者の事業継続を図ることができました。 

 さらに、学校運営については、スクールサポートスタッフやサポートティーチャーの配置によ

り、教職員の負担を軽減し、感染対策と学校教育の両立を図りました。 

 また、修学旅行については、保護者の新たな負担発生を回避し、適切な感染対策を行いながら、

修学旅行を実施することができる見込みです。 

 さらに、ＧＩＧＡスクール構想の推進により、学習用タブレット端末を活用した授業が週５時

間以上実施される予定であり、特別な支援を必要とする子どもを含め、多様な子どもたち一人ひ

とりの学習進捗状況等に応じて個別最適化され、創造性を育む教育を推進していきます。また、

将来的に、感染症や災害等で学校が休業となった際のオンライン授業や学級活動等への活用など、

学習面や生活への指導が継続できる教育環境づくりへの活用についても検討していきます。 

 以上の通り、どのような環境にあっても、子どもたちの健やかな育ちと学びを守るため、様々

な視点から取組んできたところであります。 
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Ⅲ 収束局面での地域経済活動の回復 

(1) 消費需要喚起による回復 

①商工業分野 

（取組） 

 商工業分野においては、短期的な景況感を把握できる定量的な指標に乏しいことから、市では、

各業界への景況感のヒアリングにより状況の把握に努めました。そこでは、３月には、旅館・ホ

テル業や飲食業だけでなく、小売業や建設業、製造業など、ほとんどの業種において、事業の見

通しが立たない中で経営判断に苦慮し、旅館・ホテル業では休業を検討している状況が見られ、

４月からは、業種を問わず国の雇用調整助成金や融資制度の相談・申込の動きが広まり、本県に

おける緊急事態措置（4/16～5/14）以降は、飲食業においてはテイクアウトやデリバリーの開始、

旅館・ホテル業では一時休業の動きが見られました。 

 まず、飲食店への対策としては、公益社団法人会津青年会議所によるテイクアウト及びデリバ

リーの利用促進事業を、「飲食店テイクアウト・デリバリー応援事業補助金」により支援しました。

37店舗が参加し、LINEクーポン獲得キャンペーンでは、登録 532名、延べ利用 1,231 回、クーポ

ン発行 235枚となり、地元商品獲得キャンペーンでは、地場産品 130セットに対して応募総数 986

通となりました。 

 また、夜間営業を主とする飲食店では、売上が４月から５月を底として例年の２～３割まで落

ち込む（表８）など、関連事業者である酒造業やタクシー業も含めて大きな影響が生じています。

そのため、あいづ呑んべぇ文化支援プロジェクト実行委員会による LINEを活用した飲食店応援ス

タンプラリー、タクシー割引クーポン発行、会津清酒で乾杯キャンペーン等の取組を、「飲食店応

援事業補助金」により支援しています。 

 商店街への対策としては、会津若松市商店街連合会が消費喚起に向けて実施した「會津商人魂

～令和２年夏の大盤振舞い～」に対し、「商店街連合会補助金」により支援しました。６商店街 154

店舗が連携してキャッシュバックや景品抽選に取り組み、予定した先着 1,500 名分のキャッシュ

バック（参加店舗で使用できる商品券 1,000 円分）が早期に配付を完了しています。今後、冬季

に開催を計画している「會津商人魂～令和２年冬の大盤振舞い～」に対しても支援を予定してい

ます。 

 さらに、売上が減少する市内の小売業、飲食業、サービス業を営む事業所への応援と、消費喚

起を目的として、会津若松商工会議所が実施するプレミアム付き商品券を発行する事業に対し、

「プレミアム商品券事業補助金」により支援しています。プレミアム率 25％の商品券は、予定し

ていた 50,000 セット（総額５億円）を大きく上回る 63,129 セットの購入申込があり、参加店に

ついても想定した店舗数を上回る過去最大の 816 店舗（11/6 現在、11/30 まで受付）の参加とな

りました。こうした状況から、予定していた 50,000セットに加え、超過分についても追加発行し、

全ての購入申込に対して商品券を販売します。 



- 29 - 

 

（表８）夜間営業を主とする飲食店における売上減少の割合（昨年同月比）     （単位：件） 

 

 

（成果・評価） 

 市内商工業の９月末時点の景況感について、飲食業については客足が戻ってきている店舗もあ

りますが、夜間営業を主とする飲食店の回復は遅く、例年の５～６割の売上に留まっています。

また、小売業や酒造業については、５月を底として上昇傾向にあるものの例年には及ばない状況

が続いています。さらに、漆器業については、観光客向けを主としている事業者は厳しい状況が

続いており、卸についても、百貨店等への卸売の回復が見込めない状況が続いています。 

 「飲食店テイクアウト・デリバリー応援事業」については、緊急事態措置の解除等により、テ

イクアウトやデリバリーに対する需要が減少し、想定した事業規模を下回りましたが、本キャン

ペーンを上手く経営に取り入れた参加店からは、新規顧客の獲得や売上増加に一定の効果があっ

たとの感想が得られたとともに、参加店の「新しい生活様式」への対応が促進されたものと認識

しています。 

 「飲食店応援事業」については、11月 9日時点までに 93店が参加し、登録者 3,066 人、6,009

ポイントを付与しており、飲食店でのクーポン使用が 1,008 件、タクシーチケット利用が 3,573

件となっています。それぞれ利用料金に換算すると飲食店約 2,105 万円、タクシー約 180 万円、

乾杯酒や景品等約 1,280 万円となっており、経済波及効果は、新規需要額 3,600 万円に対して、

波及効果 5,700万円と試算されます（平成 27年産業連関表による経済波及効果簡易計算ツール）。

また、参加店平均では約２割の来客がスタンプラリーを利用しており、利用者の反応は好評約

44％・概ね好評約 29％、合計約 73％となっています（表９、表 10）。地元飲食店には、地産地消

を推進している店舗も含まれており、また、市内産酒造好適米を利用した日本酒の利用にもつな

がっていることから、地産地消による農家所得の維持向上にも寄与しています。今後、事業終了

時に、改めて参加店舗にアンケートを行い、事業効果等を把握していきます。 

 「會津商人魂～令和２年夏の大盤振舞い～」については、抽選会及びキャッシュバックへの応

募状況から、イベント期間中に約 4,800 万円の消費が生み出されており、当選者への景品やキャ

ッシュバックで配付された商品券により、イベント期間終了後の約 300万円の再消費と合わせて、

合計約 5,100万円の経済効果が生じると見込んでいます（表 11）。また、参加店舗及び利用者の双
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方から好評との反応があり、「會津商人魂～令和２年冬の大盤振舞い～」についても、同規模の経

済効果を見込んで支援するとともに、両事業終了後には参加店舗にアンケートを行い、事業効果

を分析していきます。 

 さらに、「プレミアム商品券事業」についても、商品券を使用するために発生する追加消費を含

めて、現時点において約７億円の経済効果を見込んでいます。 

 これらの取組の効果もあり、４月・５月に前年同月比 35％程度という夜間営業を主とする飲食

店の景況感が、同 55％程度まで回復し、さらには、一定規模の消費需要が喚起され、地域経済活

動の回復に繋がったと考えています。 

 

（表９） 

 

 

（表 10） 
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（表 11） 

 市商店街連合会による消費喚起事業「會津商人魂～令和２年夏の大盤振舞い」経済効果（見込） 

① 抽選への応募口数（応募１口 3,000円） 13,614口 

② イベント期間中の消費（抽選、キャッシュバックへの応募） 

・抽選への応募分 約 41,000 千円×1.12（追加消費 12％） 

・キャッシュバックへの応募分 1,500千円×1.12（追加消費 12％） 

約 48,000千円 

③ イベント期間終了後の再消費 

・商品券の利用   2,610千円×1.12（追加消費 12％） 

   （商品券の内訳…当選者への景品 1,110千円＋キャッシュバック分 1,500千円） 

約 3,000千円 

合 計（②＋③） 約 51,000千円 

※ 消費時に生じる「追加消費の割合 12％」は、Ｈ27プレミアム商品券事業の利用者アンケート結果から算出 

 

②観光業分野 

（取組） 

 観光業については、旅館・ホテルの宿泊者数や観光施設の利用者数は、暖冬の影響で２月まで

は例年と比較して高い状況にあり、特に、インバウンドについては、市内旅館ホテルへの１月の

外国人宿泊者数が過去３か年平均との比較で 375％となるなど非常に好調でした。しかし、国が

学校の臨時休業を要請した２月 27日を節目に旅行を控える動きが全国的に広がり、本県における

緊急事態措置（4/16～5/14）も観桜や教育旅行の期間と重なるなど、４月から６月の観光客数は

例年の２～３割となりました（図 29）。 

 観光業の回復に向けては、感染収束局面での旅行動機を確保するため、本市への教育旅行を延

期・中止した学校や旅行エージェントに対して、疫除けシンボルの「赤べこ」とともに再訪への

メッセージを送付し、本市への来訪のつなぎ止めを図る「あかべこ贈り物事業」に６月から取り

組み、938セットを発送しました。 

 また、東山温泉、芦ノ牧温泉の両温泉街については、感染症拡大による観光客の大幅な減少に

より、大きな打撃を受けたことから、温泉街による収束期・復興期に向けた主体的な取組につい

て、「新型コロナウイルス感染症対策緊急温泉街補助金」により支援しました。 

 さらに、観光には感染拡大防止対策の徹底が大前提となることから、会津地方に疫病除けとし

て伝わる「赤べこ」をシンボルとして、感染予防対策の行動指針を掲げて実践するとともに、安

全安心な受入体制となっていることをＰＲする「あいづあかべこ宣言普及推進事業」に７月から

取り組み、観光関連業をはじめとした 267事業者が参加し、連携して取り組んでいます。 

 同時に、「あいづあかべこ宣言」を行う宿泊施設や観光施設、飲食店等 267 事業者（10 月末現

在）で利用できるプレミアム付き商品券『あかべこ券』を発行する「あいづ観光応援券事業」に

７月 10日から取り組み、７月 17日には市民向け２万セットが完売しました。 

 教育旅行については、春から秋へ訪問時期を延期する動きや、新たに本市への訪問を検討する
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動きなど追い風となる要素がある一方で、秋の観光繁忙期である宿泊・交通等の価格設定が高く、

また３密回避に追加経費が生じることから、本市を教育旅行で訪問する学校に対して、『あかべこ

券（教育旅行用）』を発行する「教育旅行用あいづ観光応援券発行事業」に７月下旬から取り組み、

10月末までに 326校、17,796 人の申し込みがありました。 

 これらの取組と連動し、８月からは、市内の旅館・ホテル等の宿泊者を対象に、本市の酒、漆

器、郷土玩具、菓子、各種加工品や農産物などの物産品が抽選で当たる「あかべこキャンペーン」

に取り組みました。 

 また、旅行エージェントによる本市への旅行商品造成を促進するために、８月から、旅行エー

ジェントのパンフレット作成、貸切バスの借上げに要する経費や、ランドオペレーターの送客実

績に応じて助成を行う「旅行商品造成助成事業」に取り組み、10月末までに、旅行エージェント

から仮申請 23件、本申請６件がありました。 

 さらに、本市観光のシンボルである若松城天守閣における感染防止策として、８月上旬から、

タブレット式検温器及び来場者状況の可視化システムを導入しました。 

 

（図 29） 

 

 

（成果・評価） 

 「あかべこ贈り物事業」と「教育旅行用あいづ観光応援券発行事業」については、９月以降の

教育旅行来訪予定校数が前年度を大きく上回っている状況となっていることから、一定の繋ぎ止

めと新たな来訪校の獲得に繋がったと考えています（図 30）。 
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 また、「新型コロナウイルス感染症対策緊急温泉街補助金」により、各旅館の経営が厳しく会費

収入が見込めない状況の中、案内や観光サービスなどの継続が必要な事業について、温泉街が連

携して取り組むことができました。 

 さらに、「あいづあかべこ宣言普及推進事業」については、267の観光関連事業者が連携して取

り組んだことにより、感染防止対策が地域として普及・徹底され、本市への感染拡大を遅らせる

要因の一つとなったとともに、新たな教育旅行来訪校の獲得にあたっては、地域が一体となった

取組が学校側に評価されたことにより、来訪に繋がったと考えています。 

 「あいづ観光応援券事業」と「教育旅行用あいづ観光応援券発行事業」については、各 20,000

セットを発行したところ、10 月末時点で、それぞれ 20,000セット（完売）、17,796セット（申込

数）となっており、「あいづあかべこ宣言」参加の 267事業者（10月末現在）で順次利用されてお

り、参加店以外も含め、地域内での消費喚起につながっています。 

 また、「あかべこキャンペーン」については、市内宿泊への動機付けを図るとともに、カタログ

での物産品ＰＲや、当選商品に本市の酒、漆器、郷土玩具、菓子、各種加工品や農産物を設定す

ることで、物産品の消費回復につながっています。 

 「旅行商品造成助成事業」については、10月末までの利用は少ないものの、GoTo キャンペーン

の東京都対象外の解除により、今後の増加が見込まれるところであります。 

 これらの取組により、本市の観光業の状況としては、お盆帰省控えや陽性患者の確認の影響に

よる足踏みなどがありましたが、秋の教育旅行や GoToトラベルなどにより観光客の増加が続いて

おり、市の取組も一定の効果があったと捉えています。 

 

（図 30） 
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Ⅳ 感染症等の非常時に強い社会経済構造の構築 

(1) 社会的な環境の整備 

①公共施設等の「新しい生活様式」への対応 

（取組） 

 観光施設や文化施設、運動施設、医療や保健衛生施設など、多くの方が利用する公共施設等に

おいて、自動検温器の導入や手洗い自動水栓等の整備を行うことで、「新しい生活様式」へ対応し

た社会的な環境の整備を行いました（表 12）。 

 

（表 12）公共施設や公共サービスにおける「新しい生活様式」への対応 

対象 「新しい生活様式」への対応 

若松城天守閣 タブレット式検温器、来場者状況可視化システム 

御薬園 非接触型体温測定器 

生涯学習総合センター 非接触型体温測定器、動画編集用パソコン 

会津図書館【再掲】 非接触型体温測定器、図書消毒機 

會津風雅堂 トイレ洋式化、トイレ手洗い場自動水栓化 

都市公園運動施設 非接触型体温測定器、手洗い場自動水栓化 

コミュニティプール 非接触型体温測定器 

北会津・河東保健センター【再掲】 手洗い場自動水栓化、空気清浄機 

夜間急病センター【再掲】 換気扇増設、手洗い場自動水栓化 

斎場【再掲】 非接触型体温測定器 

 

【再掲】会津図書館（第１章３-Ⅰ-(1)-②） 

    北会津・河東保健センター（第１章３-Ⅰ-(1)-②） 

    夜間急病センター（第１章３-Ⅰ-(1)-②） 

    斎場（第１章３-Ⅰ-(1)-②） 

 

（成果・評価） 

 これらの取組により、中長期的には、感染症等の非常時に強い公共施設となることはもとより、

短期的には、感染症拡大防止と利用者への安全な施設環境を提供することで、利用者数の回復が

図られました。 

 

②行政ＩＴ化 

（取組） 

 「新しい生活様式」に対応した市役所業務手続のデジタル化や、ＩＣＴの活用による市職員の
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「働き方改革」の視点を持ちながら、市役所の「デジタルガバメント」を推進するために、主な

窓口等の業務観察、ボトルネックとなる課題の洗出し、業務現場の状況を踏まえた業務改革方策

の整理、及び、デジタル化実装計画案の作成など、「デジタルガバメント推進調査」に取り組みま

す。 

 また、同じく、課税資料の電子化を進め、業務効率化と納税者の利便性向上、並びに「新しい

生活様式」による感染拡大防止を図るために、「固定資産課税台帳及び公図管理システム構築」に

取り組みます。 

 さらには、これまで対面方式で実施してきた介護予防講座について、講座動画を作成し、オン

ライン講座又はＤＶＤ配付により介護予防講座を実施しました。 

 また、自宅やサテライトオフィスから市の職員用情報システムへアクセスできるリモート接続

環境の整備や、オンライン会議に向けたシステム及びタブレット端末の整備、さらには、自治体

専用ビジネスチャットツールの試行などに取り組みました。 

 

 【再掲】オンライン会議システム等の整備（第１章３-Ⅰ-(3)） 

     サテライトオフィス利活用による市役所職場密度削減（第１章３-Ⅰ-(3)） 

 

（成果・評価） 

 新型コロナウイルスなどの感染症拡大時をはじめとし、災害などの非常時においては、行政の

ＩＴ化を進めることにより、罹患や被災などのリスクを低減し、業務継続を図ることができるこ

とから、これら行政ＩＴ化の取組により、非常時に強い市役所の構築につながると考えています。 

 また、行政手続きのオンライン化や電子処理化、ネット発信強化などにより、地域のデジタル

化を行政がリードすることで、「スマートシティ会津若松」の取組と連携し、将来に向けて持続力

と回復力のある力強い地域社会の構築へ繋がると考えています。 

 

 

(2) 新たな暮らしのスタイルの確立 

①教育 

（取組） 

 ＧＩＧＡスクール構想の推進の観点から、国補助を活用した市立小中学校全校のネットワーク

整備及び学習用タブレット端末の整備に加え、補助の対象台数及び単価を超えるタブレット端末

についても地方単独で整備するなど、教育ＩＣＴ環境の整備に取り組みました。 

 

【再掲】教育ＩＣＴ環境の整備（ＧＩＧＡスクール構想の推進）（第１章３-Ⅱ-(3)） 
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（成果・評価） 

 ＧＩＧＡスクール構想の推進による教育ＩＣＴ環境の整備により、特別な支援を必要とする子

どもを含め、多様な子どもたち一人ひとりの学習進捗状況等に応じて個別最適化され、創造性を

育む教育ＩＣＴ環境の創出へ繋がると考えています。 

 

②地域交通体系 

（取組） 

 地域における感染拡大に伴う路線バスの運休や、乗合バス車内での密の回避と接触機会の削減

など、ウィズコロナの時代に必要となる、車内混雑状況や運休情報等のリアルタイム提供、スマ

ートフォンでの乗車券の購入や券面表示による乗車など、ＩＣＴを活用した「新しい生活様式」

に対応した公共交通利用環境の構築に向けて、「会津 Samurai MaaSプロジェクト協議会」の取組

を支援しています。 

 

（成果・評価） 

 高齢者等の移動手段を確保・維持していくため、従来から取り組んでいる地域に合った移動手

段や新たな運行形態の導入に向けた取組と併せて、様々な移動手段をＩＣＴの活用により一つの

サービスとして提供する、いわゆる MaaS と呼ばれる新しいサービスの構築に取り組むことで、

利便性の向上に加えて「新しい生活様式」へ対応し、安全に安心して利用できる公共交通の利用

環境構築へと繋げていきます。 
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第２章 緊急対策の今後の方向性 

１ 課題と今後の方向性 

Ⅰ 感染拡大防止への取組 

(1) 感染拡大防止対策 

①感染拡大防止のための情報提供と広報啓発 

（課題） 

 市公式ホームページアクセス件数の一時的な減少傾向については、これまでの取組により情報

が行き渡り不安が解消されたと評価できる一方で、感染症に対する慣れや関心の低下と捉えるこ

ともできます。 

 また、総合コールセンターについては、５月の問い合わせピーク時には職員の負担軽減に大き

な効果を発揮しましたが、時間の経過とともに問い合わせ件数が減少し、10月の利用状況は１日

当たり 10件未満と低調に推移しており、現在では費用対効果が低い状況になっています。 

 

（今後の方向性） 

 感染症の長期化により、感染症に対する慣れや関心の低下が懸念されることから、広報につい

ては、インターネット、紙媒体、テレビ・ラジオ放送、新聞報道など、メディアの特性を活かし、

見てもらえる工夫を重ねながら、必要な情報を迅速に提供することで、感染防止と不安解消に努

めていきます。 

 総合コールセンターについては、当初９月末までの予定であり、また、利用状況が低調なこと

から終了についても検討しました。しかし、同じ番号で問い合わせを受ける生活支援臨時特別給

付金が、引き続き生活に困窮する世帯への支援の継続が必要との判断から、令和３年３月 19日ま

で延長されるため、総合コールセンターについても、令和３年３月末まで延長していきます。 

 

②公共施設や公共サービスにおける感染防止対策 

（課題） 

 公共施設や公共サービスにおける感染防止対策の徹底により、市民利用は回復傾向にあります

が、コンサートやスポーツ大会など催事での利用割合が高い施設においては、催事内容による収

容率等の制限や、主催者及び参加者双方が開催及び参加を回避する動きがあることなどにより、

利用の回復が遅れている状況にあります。 

 

（今後の方向性） 

 公共施設や公共サービスにおいては、引き続き、国や県の方針を踏まえた市新型コロナウイル
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ス感染症対策基本方針に基づきながら、感染防止対策の徹底を図っていきます。 

 催事での利用割合が高く、利用が回復していない施設をはじめとし、指定管理者制度を導入し

ている施設においては、利用料収入が減少していることから、公共施設の安定的な運営と公共サ

ービスの継続的な提供の観点から、今後の推移を注視していきます。 

 

(2) 地域医療体制の維持 

（課題） 

 本市では、６月に市独自の発熱外来を設置して以降、地域医療機関の診療体制等を踏まえなが

ら運営形態の充実・見直しを行い、夜間を含めた発熱外来の診療体制を整備してきたことにより、

発熱患者の安全安心の確保と、地域医療機関のリスク及び負担の軽減を図ってきました。 

 しかし、GoToキャンペーンをはじめとした社会経済活動の維持・回復に向けた取組が本格化し

て人の移動・交流が増えていること、また、これから迎える冬の時期は、一般的にウイルス感染

症が拡大する傾向にあることなどから、今後、新型コロナウイルス感染症の感染拡大や季節性イ

ンフルエンザとの同時流行に備えた感染対策が急務となっています。 

 全国的には、11月に入ってから陽性患者数が増加し、「第３波」ともいわれる感染再拡大の中に

あり、複数の都道府県では病床のひっ迫状況が、政府分科会において医療提供体制に大きな支障

が出ることが懸念される「ステージ３（確保病床の使用率 25％超）」に達するなど、地域医療を取

り巻く環境は厳しさを増しています。 

 本市においても、引き続き、地域医療体制の維持・確保のために、国県と連携して医療機関及

び医療従事者への支援を行っていく必要があります。 

 

（今後の方向性） 

 新型コロナウイルス感染症はもちろん、季節性インフルエンザの感染拡大を防ぐためには、一

人ひとりの感染防止対策が重要であることから、寒さによる換気のしにくさなど冬特有の課題を

踏まえた上で、引き続き、基本的な感染対策の徹底や「新しい生活様式」の定着に向けた市民へ

の周知・啓発に努めていきます。 

 また、夜間急病センターでの発熱外来の運営により、日中の地域医療機関の発熱外来とともに

昼夜を通した診療体制を整備し、発熱患者の安全安心の確保と医療機関での感染防止を図るほか、

国や県と連携した医療機関及び医療従事者への支援に継続して取り組み、地域医療体制を維持し

ていきます。 

 さらに、国・県により、新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金が創設されたことから、

発熱外来及び夜間急病センター従事者に対して、慰労金を給付していきます。 
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(3) 市民生活に資する行政サービスの維持 

（課題） 

 職場密度削減については、現時点では 35％程度の取組にとどまっており、窓口のある部署等で

の取組拡大が課題となっています。 

 自治体専用ビジネスチャットツールは、10月末時点で職員 327名がアカウントを作成し、10月

の利用状況はログイン者数 262 名、総メッセージ数 9,337 件となっていますが、対象者 1,036 名

（正職員、任期付き職員（フルタイム・時短））に占める割合は約 31％であり、アカウント作成者

のうち約 20％が利用していない状況にあります。なお、当該チャットツールは令和２年度末まで

の無償評価期間における利用であることから、次年度以降は利用料が発生します。 

 

（今後の方向性） 

 上下水道については、今後も業務継続に向けた取り組みを継続します。 

 職場密度削減については、季節性インフルエンザの流行に備え、庁内の感染拡大を防止し、市

民サービスに支障を来さない業務継続体制を維持するために取組を継続・拡大していきます。 

 オンライン会議は、業務効率化や経費節減の観点から、更なる利用拡大に取り組んでいます。 

 自治体専用ビジネスチャットツールについては、登録者が職員の約３割ではあるものの、登録

者の８割以上は継続的に利用している状況であり、利用者からは職場分散環境におけるコミュニ

ケーションツールとしての有効性の高さなど好意的な意見が多いことから、更なる、感染防止の

徹底と業務効率の向上に向けて、アカウント作成者数の増加と利用促進に取り組みます。 
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Ⅱ 暮らし・雇用・事業者を守る取組 

(1) 市民の暮らしを守る 

（課題） 

 １回のみの貸付である「緊急小口資金特例貸付」を利用した方が、最長６か月までの継続貸付

である「総合支援資金特例貸付」も利用するケースが増加しており、それに伴い「生活サポート

相談窓口」における相談も、６月以降増加し続けていることから、生活に困窮する状態が長期化

している状況がうかがい知れます。 

 また、感染症の影響で減収し生活困窮に至った方の中には、生活保護基準までは収入が落ち込

んでいないものの家計における支出が大きいケースが見受けられるとともに、該当する給付金や

各種支援・貸付制度の活用などにより何とか生活維持ができていることから、今のところ感染症

の影響を要因とした生活保護申請の増加は見られていないところです。 

 一方で、「生活支援臨時特別給付金」や「ひとり親世帯臨時特別給付金（地方単独分）」が、見

込を下回る申請件数になっていることから、収入が大きく減少した方は、当初の想定を下回って

います。 

 

（今後の方向性） 

 感染症が長期化し、新たに生活困窮の状況に置かれる方が生じる恐れがあることから、「生活支

援臨時特別給付金」については、受付期間を令和３年３月 19日まで延長したところであり、受給

要件を満たす方の申請漏れが生じないよう、更なる周知に取り組みます。 

 生活に困窮する方への対策として、今後も、生活サポート相談を入り口として、「生活支援臨時

特別給付金」をはじめとした給付や、貸付、猶予、減免の各種支援制度の適切な利用により生活

維持を支援するとともに、これら各種支援制度の利用状況等の推移を注視しながら、必要な対策

を検討していきます。 

 

 

(2) 雇用・事業者を守る 

①商工業・観光業分野 

（課題） 

 金融・雇用相談窓口の件数は、５月をピークとして減少傾向が続き、10 月にはゼロ件になり、

内容としても追加的な支援を要請するものはありません。 

 また、事業継続支援金の交付実績 1,130件と、事業再開助成金の交付実績 1,119件との差 11件

については、事業撤退や、自宅兼店舗で営業してきた小規模な事業を再開しないなどにより、対

象外となったものです。 

 一方、有効求人倍率は５月の 0.89 倍から９月の 1.02 倍まで上昇していますが、感染拡大前の
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1.2～1.3倍まで回復できていない状況にあります。 

 さらに、新たな課題として、本市観光のシンボルである若松城天守閣については、茶室麟閣や

鶴ケ城公園市営駐車場とともに指定管理者制度を導入し、利用料金のみによって運営するととも

に、基準となる額を超える収入の８割を市に納付していましたが、入場者の対前年比は４月 5.3％、

５月 1.5％と大きく落ち込み、利用料金のみでの運営が難しい状況となっています。 

 

（今後の方向性） 

 市内の民間事業者に対しては、現時点で、追加的な給付等は行わず、引き続き、金融支援や関

係団体への景況感のヒアリングを継続するとともに、有効求人倍率や倒産件数などの推移を注視

していきます。また、全国的に店舗や事業所の再編の動きが見られることから、本市においても

こうした動向を十分に把握し、対応していく必要があります。 

 若松城天守閣については、東山温泉、芦ノ牧温泉の両温泉街をはじめ、旅館・ホテルや観光施

設、飲食店などの観光関連産業へ与える影響が大きいことから、感染症の影響が長期化する中に

あっても、本市観光のシンボルとして感染対策を十分に行いながら、誘客を図ってまいります。 

 

②農林業分野 

（課題） 

 公設地方卸売市場においては、市場内事業者 19社に対し、５月から８月までの市場使用料の支

払を４か月間猶予し、10月末時点で 10社が猶予中となっています。 

 また、新たな課題として、令和元年７月から令和２年６月の全国ベースの米需要量は、人口減

少を加味した当初見込み 727 万トン（前米穀年度需要実績：734万トン／毎年 10万トン程度の需

要減の傾向）から 713万トン（当初見込みより人口減少以外の要因で 14万トン減少）へと大幅に

減少しているところであり、これは、感染症拡大に伴う飲食店・宿泊施設等の休業・利用者の減

少による業務用米需要減に起因すると推測されます。これにより、令和２年６月末在庫量（201万

トン）は適正在庫水準 180 万トン及び米価下落の目安となる水準 200 万トンを超過し、令和２／

３年における供給量の大幅な増加につながり、例年の需要減傾向も相まって米価下落が相当に見

込まれています。こうした状況を受け、ＪＡ会津よつばでは、令和２年産米生産者概算金（以下、

「ＪＡ概算金」という。）の減額を行ったところであり、水稲生産割合が高く、中でも業務用米の

流通比率が高い本市においては生産者の減収が懸念される状況になっています。 

 

（今後の方向性） 

 公設地方卸売市場については、今後の取扱高の推移と支払猶予を行った市場内事業者の動向を

注視していきます。 

 今般のＪＡ概算金の下落については、感染症拡大に伴う飲食店・宿泊施設等の休業・利用者の

減少による業務用米需要減に起因すると推測されることから、収入減少が見込まれる水稲生産者
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の営農継続に向けて支援を行っていきます。 

 

③公共交通分野 

（課題） 

 公共交通の分野については、９月末時点の利用状況の過去３年間平均に対する比率では、タク

シー及び会津鉄道が 63％、野岩鉄道が 39％、まちなか周遊バスが 38％となっており、他の分野と

比較しても回復が遅い状況にあります。 

 また、「地域交通事業者緊急支援金」により支援した会津線と会津鬼怒川線の第三セクター鉄道

２路線については、将来の利用回復を想定して支援していることから、実際の利用の回復状況に

よっては、運行便数の維持が困難な状況になる可能性があります。 

 

（今後の方向性） 

 公共交通の維持に向けて、路線バス、タクシー、貸切バス、第三セクター鉄道等、すべての公

共交通について利用状況を注視していきます。 

 特に、会津線と会津鬼怒川線の第三セクター鉄道２路線については、支援制度での想定利用数

との差異が生じていないか、推移を注視していきます。 

 

 

(3) 教育環境を守る 

（課題） 

 冬季は乾燥しウイルスを含んだ飛沫が飛び散りやすく、また季節性インフルエンザに備えるた

め、今後も感染症対策を徹底し、感染症対策と学校教育を両立させる必要があります。 

 

（今後の方向性） 

 学校運営については、感染症対策と学校教育を両立させるため、引き続き、サポートスタッフ

等の人材確保に努めるとともに、学校運営協議会等をはじめ地域と一体となって、学校教育活動

に取り組んでいきます。 
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Ⅲ 収束局面での地域経済活動の回復 

(1) 消費需要喚起による回復 

①商工業分野／②観光業分野 

（課題） 

 まず、感染症の影響は、建設や土木、製造などを含めて幅広い分野にまで広がっており、旅館・

ホテルや観光施設、飲食店、漆器や酒蔵など地場産業、商店街の各小売店など、経済全体が例年

並みまでの回復には至っていません。 

 また、消費喚起対策においては、国の「GoTo トラベル」と「地域共通券」や「GoTo イート」、

県の「福島県宿泊割引」や「がんばる地元
お ら ほ

の飲食店応援
エ ー ル

券」、「ふくしま県産品応援商品券」、市の

「あかべこ券」や「あいづ呑んべぇ文化支援プロジェクトの各種クーポン券」、「プレミアム商品

券」など、多様な主体により、様々な消費需要喚起策が打ち出されました。 

 このため、商工業分野・観光業分野に共通する課題として、利用者はもとより、旅館・ホテル

や飲食店などの店舗や、旅行エージェントやグルメサイトなどの仲介業者など、関係する事業者

においても全容を把握しきれず、それぞれの消費喚起策について、十分な取組を行うことが難し

い状況にありました。 

 また、こうした消費需要喚起対策は、急激な消費の落ち込みを回復させる施策として、収束局

面での展開が想定されていましたが、全国的に７月以降も感染症が拡大し、さらには市内でも感

染者が発生したことにより、飲食店を支援する各種事業については、消費者に感染症対策を呼び

掛ける中で飲食店の利用促進施策を展開することとなり、感染対策と消費喚起の両立を図ること

の難しさが課題となっています。 

 「旅行商品造成助成事業」については、国内における観光振興策としては、国が１兆 1,248 億

円を投入する GoTo トラベルが主力となることから、旅行エージェントは GoTo トラベルに注力し

ている状況にあり、地方自治体による「旅行商品造成助成事業」にまで対応できる状況になく、

利用が低調となっています。 

 

（今後の方向性） 

 今後、本市の消費需要喚起については、売上が減少する市内の小売業、飲食業、サービス業を

営む事業所への応援と、市民の消費喚起策として実施する「プレミアム商品券」に注力すること

で、利用者及び事業者の双方にとって分かりやすい取組を進めていきます。 

 また、旅行エージェントにおいては、既に、GoToトラベルに対応する仕組みが構築され、また、

GoToトラベル終了後の旅行商品造成への関心が生まれていることから、「旅行商品造成助成事業」

については、次年度へ繰り越すなど、今後は、来年度上半期の旅行商品造成の促進も視野に入れ

た取り組みを進めていく予定です。 
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Ⅳ 感染症等の非常時に強い社会経済構造の構築 

（今後の方向性） 

 本項については、将来に向けて成果をあげていく取組であることから、基本的には、想定して

いる事業効果を得られるよう事業を推進していきます。 

 なお、これまで紙及びマイラーにより保有してきた道路台帳については、情報のデータ化と業

務のＩＣＴ化により、窓口対応時の接触の減少や保管場所の削減といった現状の課題解決だけで

なく、地理情報化による俯瞰的視点による業務改革やオープンデータ化によるデータ流通性向上

が期待でき、市役所の「デジタルガバメント」が推進されることから、「道路台帳図面のデータ化

及び道路台帳システムの導入」を行っていきます。 
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２ 今後の財政運営 

 緊急対策の結果、財政調整基金の残高については、令和元年度末時点で約 27.4 億円、令和２年

度当初予算編成時点で約 17.9 億円でありましたが、地方創生臨時交付金（１次申請分）約 4.0 億

円を計上しても、７月臨時補正時点では約 6.2億円まで減少しました。９月補正時点では必要な対

策経費に活用しつつ決算剰余金の一部を積み立てたことから約 9.0億円となっていますが、大幅な

残高の減少により、非常に厳しい財政運営を強いられている状況にあります（図 31）。 

 12 月補正予算において、地方創生臨時交付金（２次申請分）約 11.9 億円を計上し、財源調整後

の財政調整基金の残高は約 18.7 億円まで回復する見込みです。しかしながら、前年度末の水準に

は届かず、感染症の影響が今後も相当期間継続するものと見込まれる中、今後の安定的な財政運営

を見据えれば、一定額の財政調整基金の確保が必要です。 

 また、感染症の影響により、今後、市税の大幅な減少が予想される一方で、本市の持続的な発展

と魅力あるまちづくりに資する事業を着実に進めていく必要もあることから、感染症対策をはじめ

とした状況の変化に柔軟に対応すべく、必要な財政出動と持続可能な財政運営のバランスを図って

いきます。 

 

（図 31） 
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３ 中間的まとめ 

 前述の中間評価の検証結果から、本市は、新型コロナウイルス感染症により市民生活や地域経

済に大きな影響を受けたものの、総じて５月に底を打った後は概ね回復傾向にあり、一部では前

年を超える回復も見られるなど、国・県・市が連携して取り組んできた様々な緊急対策の効果が

現れつつあると認識しています。 

 しかしながら、生活維持のために継続的な貸付を利用する方が増加していることに見られるよ

うに、生活に困窮する状況が長期化する兆候があることや、公共交通分野の利用回復の遅れな

ど、多くの分野では例年並みまでの回復には至っておらず、感染症は社会・経済の各分野に広

く、深く、影響を与えています。 

 こうした中で、令和２年産米の価格下落に伴う生産者への対応や観光のシンボルである若松城

天守閣の運営維持など、本市の基幹産業に影響する課題や、迅速かつ効率的に行政サービスを提

供するためのデジタルシフトなど、市民サービスにおける課題には、早急に対応を進めていく必

要があります。 

 また、感染状況については、全国的に「第３波」ともいわれる感染再拡大の中にあり、今後、

感染がどこまで拡大するかが見通せないところであり、社会・経済の状況については、大都市を

はじめとして、新型コロナウイルス関連の経営破綻や店舗閉鎖、有効求人倍率の低下が続いてい

る状況にあります。 

 こうした状況が短期間で改善されることは期待しがたいことから、当面は「ウィズコロナ」を

前提とし、「新しい生活様式」を社会・経済の様々な分野に浸透させ、感染拡大防止と同時に社会

経済活動に取り組んでいかなければなりません。 

 その意味から、緊急対策の４本の柱である、「Ⅰ 感染拡大防止への取組」、「Ⅱ 暮らし・雇

用・事業者を守る取組」、「Ⅲ 収束局面での地域経済活動の回復」、「Ⅳ 感染症等の非常時に強

い社会経済構造の構築」については、次年度以降についても必要な視点と捉えています。 加え

て、これまで緊急対策を迅速に予算化できた大きな要因として、健全な財政運営により確保した

財政調整基金が重要な役割を果たしたことは明らかであり、今後の不測の事態にも対応できる財

政基盤を堅持していくことも重要です。 

 今後も、緊急対策の進捗状況や各分野の様々な指標の推移を注視しながら、中間評価で得られ

た検証結果を、緊急対策の推進や新たな対策の立案等へと活かすとともに、次年度予算編成にお

いても「ウィズコロナ」の視点を持って臨むことで、市民生活と地域経済の安定を維持していき

ます。 
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