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第１章 前期からの申し送り事項（振り返り） 

前期（令和元年８月以前）の政策討論会第１分科会（以下「第１分科会」

という。）から、今後の取組方向について、討論テーマ及び具体的な政策課題、

個別テーマ（下図参照）に基づき、次のとおり申し送りがなされた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１節 討論テーマ①  

本市財政の持続可能性と事業・サービスとの調和について 

～市民が事業・サービスを選択しうる舞台づくり  

具体的な政策課題： 

健全な行財政運営に基づく最適な自治体づくりについて 

～財政健全化、住民自治～  

１ 財政健全化 

令和４年度以降は、本庁舎の整備や県立病院跡地の利活用、会津若松 

駅前の整備、公共施設マネジメントの推進等も控えており、財政健全化の

観点から、市債管理の在り方については、これまで計画されていた事業に

加え、新たな事業が発生した際には、後年度負担の平準化を考慮する必要

があると考える。 

これまでの新規市債発行額を元金償還額以下に抑えるルールだけでは

なく、実質公債費比率や将来負担比率などの指標の活用も含め、さまざま

な角度から管理の手法を見出し、議会としても財政健全化と投資的経費の

バランスを図った新たな市債管理のルールを検討する必要がある。 

今後も、第７次総合計画において示された前期・後期の財政見通しや 

新市建設計画における財政計画を参考にするとともに、毎年度更新される

向こう３年間の中期財政見通しを注視し、国の動向に基づく財源の見通し

等を踏まえ、決算統計等を活用した財政分析（定点チェック）と、予算審

財政分析 

庁舎整備 

地域公共交通 

自治基本条例 

地域内分権 

駅前都市基盤整備 

県立病院跡地利活用 

公共施設マネジメント 

 

財政健全化 

 

まちの拠点 
 

住民自治 

  は討論テーマ①の、   は討論テーマ②の個別テーマ 
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査、決算審査等をとおした政策サイクルにより、本市の財政の持続可能性

の分析・評価をしていく。 

また、公共施設マネジメントの推進にあたっては、平成 31 年４月に財

務部に設置された、公共施設管理課を中心とした公共施設マネジメントの

取組を注視していく必要がある。 

 

２ 住民自治 

地域住民が自ら地域課題を解決するためには、まず、平成 28 年６月に

制定・施行された自治基本条例第 12 条第５項に基づく地域の定義につい

て明確にする必要がある。地域の定義については、昭和の大合併及び平成

の大合併の際の旧町村単位を基本としながら、地域住民の意向を尊重し定

めるべきであると考える。また、旧若松市内の区域を決める際には、地域

住民との十分な協議がさらに必要である。 

また、平成 29 年に策定された第７次総合計画に基づき、市地域福祉計

画や市地域防災計画など、個別計画に基づいたさまざまな事業が実施され

ている中で、市民との意見交換を行うとともに、地域が担う役割、地域運

営組織の在り方等を整理する必要があると考える。 

地域運営組織の在り方については、三重県名張市の事例に加え、湊地区 

地域活性化協議会（現：ＮＰＯ法人みんなと湊まちづくりネットワーク）

における部会制などの組織体制について今後も調査研究していく。 

また、公民館等を中心とするような地域拠点の在り方や、一定の権限及

び財源についても整理する必要がある。 

前期からの申し送り事項のとおり、課題解決に取り組む内容は、全市一

律である必要はなく、地域の特性に応じたものとするべきである。岩手県

北上市での行政調査では「地域公共交通」を切り口として、農村地区で「多

面的機能支払交付金」を財源とした地域組織の運営など、地域内分権の推

進にあたり、さまざまな地域の課題や特性に応じた取組事例を学んできた。

引き続き、地域内分権の取組を推進し、広げていかなければならないと考

えるところである。 

 

第２節 討論テーマ②  

行政サービス提供機能の在り方と庁舎等整備の方向性 

具体的な政策課題： 

均衡ある行政機能と住民サービスの在り方について 

～まちの拠点～ 

１ まちの拠点 

今後、庁舎整備や県立病院跡地の土地購入と利活用、会津若松駅前整備 

など、多額の起債を伴う事業が予定されている中、まちの拠点整備に当た
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っては、それぞれの事業について、その必要性は認めるものの、全体最適

性と財政状況を鑑みれば、懸念が残るところである。過去と同じような財

政危機に陥ることのないように、各事業については、財政状況を鑑みると

ともに、後年度負担の平準化などに意を用いながら計画すべきである。 

また、まちの拠点整備の事業実施に当たっては、市民や関係者等との意

見調整を行うとともに、財政状況を十分見極めながら進めていくべきであ

る。 

さらに、事業内容の協議段階になれば、それぞれの機能の在り方などの

詳細についても調査研究をしながら、市民と共に考えていかなければなら

ない。 

 

 

第２章 今期（令和元年９月から令和３年７月）の調査研究内容 

第１節 政策研究への取組概要  

今期、第１回の第１分科会が令和元年９月４日に開催され、前期の議会か

らの申し送り事項等の確認がなされた。 

また、前期の調査研究に引き続き、討論テーマ①「本市財政の持続可能性

と事業・サービスとの調和について～市民が事業・サービスを選択しうる舞

台づくり」については、具体的な政策課題として、「健全な行財政運営に基

づく最適な自治体づくりについて～財政健全化、住民自治～」を、討論テー

マ②「行政サービス提供機能の在り方と庁舎等整備の方向性について」は、

具体的な政策課題として、「均衡ある行政機能と住民サービスの在り方につ

いて～まちの拠点～」を設定し、政策研究を行ってきた。 

 

第２節 具体的な政策課題に関する調査研究内容 

１ 「健全な行財政運営に基づく最適な自治体づくりについて～財政健全化、

住民自治～」に係る政策研究 

⑴ 具体的な政策課題「財政健全化」 

財政健全化に関しては、前期の調査研究に引き続き、個別テーマを「財

政分析」と「公共施設マネジメント」と設定し、政策研究を行ってきた。 

① 個別テーマ「財政分析」について 

ア 専門的知見の活用 政策研究セミナー＜１＞ 

・日時 令和２年１月 27 日（月）午後１時 30 分から午後５時まで 

・場所 会津若松市役所本庁舎３階 議場及び第２委員会室 

・演題 「今後の国における地方財政に関する考え方」、平成 30 年度決算

から見た「会津若松市の財政分析」（財政健全化と投資的経費の

バランスを図った市債管理の在り方） 
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・講師 関西学院大学大学院経済学研究科・人間福祉学部教授  

小西 砂千夫 氏 

【セミナー総括】 

今後の国における地方財政に関する考え方 

国の「令和２年度地方財政対策の概要」について、消費税増税により、

交付される一般財源総額が 10 年ぶりに前年度より１兆円程度プラスにな

っている。増額の内訳として、①社会保障制度の充実（約 4,300 億円増）、

②会計年度任用職員制度の施行への対応（約 1,738 億円増）、③地域社会

再生事業費の創設（約 4,200 億円増）、④森林環境贈与税の増額（約 200

億円増）などが挙げられる。社会保障制度の充実は、幼保無償化等にかか

る費用が主なものである。会計年度任用職員制度については、定義や処遇

が不安定だった非正規職員を会計年度任用職員とすることで、準職員とし

て法令を遵守させ、雇用を安定させる目的がある。期末手当分や処遇改善

分のほぼ全額が交付されることから、自治体は該当職員の処遇改善を図ら

なければならない。地域社会再生事業費とは、歳出特別枠の復活であると

言える。近年の地方財政の悪化を受けて、地域再生に取り組むという趣旨

で、自治体が自由に使える財源枠を増額したということである。 

平成 30 年度決算から見た「会津若松市の財政分析」（財政健全化と投資的

経費のバランスを図った市債管理の在り方） 

会津若松市の財政状況について、平成 30 年度の決算状況からみる限り、

全体的に当面の不安要素はない。しかし、近年は財政再建のために投資的

経費が抑制されており、財政需要を先送りにしてきた可能性がある。今後、

近い将来、投資的経費を増やさなければならないときが来るのではないか

と予想される。その場合、現在は減少している公債費が増加するため、増

加した公債費を吸収していけるかどうかが課題となる。また、公債費を抑

制するため、地方債の償還期間を地方交付税で想定している期間よりも長

期間にすると償還額は押さえられた額となるが、一方であとから公債費が

跳ね上がる(将来負担比率が高くなる)ため、気を付けなければならない。

そのため実質公債費比率と合わせて、将来負担比率が上昇しないように注

視していく必要がある。将来負担比率（平成 30 年度は 28％）が３年後に

50％を超えてしまうような状況だと、その後の財政が悪化する恐れがある。 

経常収支比率について、扶助費が財政の主役である近年においては、

90％程度は妥当である。今後、仮に公債費が増加し、93％以上になってい

くと、財政状況が悪いということになる。 

財政調整基金については、会津若松市は標準財政規模の 10％程度で推

移しており、これ以上増やす必要はない。今後は投資的経費をどうするか

が焦点となる。大切なことは、議会が財政状況を学ぶことで、執行部とと

もに財政の問題意識を共有することである。 
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イ 財政分析の観点に関する評価 

平成 23 年に取りまとめられた第１分科会最終報告書によると、下図の

ように、①１年間の財政収支、②１年間の償還能力の担保、③中長期の償

還能力の担保、④中長期の財政収支といった観点に基づく財政分析を行っ

ていた。令和２年６月 29 日の第１分科会において、改めて、この観点を

確認し、今後の財政分析について理解を深めた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 令和４年度以降の新たな市債管理に関する財務部との意見交換 

予算決算委員会第１分科会では、市債管理の在り方について、論点とし

て数多く抽出し、重層的に審査してきた。執行機関では、平成 30 年９月

に、市債管理の対象から臨時財政対策債の発行額及び元金償還額を除外し、

市債管理の期間を平成 30 年度から令和３年度までの４年間とするととも

に、４年間合計で、市債の新規発行額を元金償還額以下に抑えるという考

え方を示した。 

しかしながら、第１分科会ではその後、小西氏の財政セミナーや議会で

の審査を通し、委員間討議を深めることで以下の考え方についてまとめた。 

１、社会情勢の変動等により、中期財政見通し等で計画していなかった

新たな事業が発生する場合もある。２、平成 30 年９月からの市債管理の

ルールを堅持することが基本であるものの、令和４年度以降の市債管理の

在り方については、実質公債費比率や将来負担比率などの指標の活用も含

め、さまざまな角度から管理の手法を見出さなければならない。３、財政

財政分析の観点 

短期（１年間）で資金ショート
が起きていないかどうか 
〇実質収支が黒字 
〇連結実質収支が黒字 
〇実質単年度収支が黒字 
〇基金残高が十分にあるか 

財政収支（資金収支） 

償還能力 

中長期 １年間 

＜①１年間の財政収支＞ 

中長期で資金ショートが起き
ないかどうか 
〇債務償還可能年限（＝純負債／償

還財源）が地方債の平均償還期間を

下回っているかどうか 

＜④中長期の財政収支＞ 

自治体の事務配分を前提に 
財政逼迫が起きていないか 
〇実質公債費比率（または起債制限

比率）が高すぎて留保財源で賄いき

れない状況になっていないか。 

＜②１年間の償還能力の担保＞ 

純負債に対して償還財源が十
分確保できているかどうか 
〇純負債額は将来負担比率の分子、償

還財源は公債費（厳密には元本償還）

を除く経常収支比率で表される 

＜③中長期の償還能力の担保＞ 
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健全化とまちづくりに対する財源を確保する視点から、投資的経費のバラ

ンスを図った新たな市債管理のルールを検討する必要がある。 

これを受けて財務部から、令和２年 10 月 22 日の第１分科会において、

次のとおり令和４年度以降の新たな市債管理のルールが示された。 

【令和４年度以降の新たな市債管理のルール】 

後年度負担が過大とならず、収支均衡が図られ、安定的に行政サービス

の提供を継続していくことを前提に、基本的に、実質公債費比率を重視し

た管理とし、現状の実質公債費比率の水準を維持していくという考え方の

下、各年度の比率が現状と同水準の６．０％程度となることを目安とする。 

【実質公債費比率を用いた具体的な市債管理方法】 

①実質公債費比率の将来推計及び財政見通しの作成を行い、各年度の比率

が現状と同水準の６．０％程度となる公債費の規模を把握する。 

②①で把握した公債費の規模を踏まえつつ、各年度の収支均衡が図られる

市債発行額を検討する。 

③中期財政見通しの公表時に、向こう３年間の市債発行の「目安額」及び

向こう７年間の実質公債費比率の推計値を示す。 

④毎年度①～③をローリングすることにより、前年度に示した目安額の精

度を上げていく。 

 

エ 専門的知見の活用 政策研究セミナー＜２＞ 

・日時 令和３年１月 26 日（火）午後１時 30 分から午後５時まで 

・場所 会津若松市役所本庁舎３階 議場 

    ※Ｗｅｂ会議システム「Ｚｏｏｍ」によるオンライン開催 

・演題 今後の国における地方財政に関する考え方（新型コロナウイルス

感染症の影響と地方財政）、令和元年度決算から見た「会津若松

市の財政分析」（今後の市債管理の在り方）、財政分析の観点 

・講師 関西学院大学大学院経済学研究科・人間福祉学部教授  

小西 砂千夫 氏 

【セミナー総括】 

今後の国における地方財政に関する考え方（新型コロナウイルス感染症の

影響と地方財政） 

小西氏によれば、第１分科会が何年も継続して財政分析を行い、同時に、

財政当局も継続して勉強会に参加しており、そうした積み重ねが、今回の

新型コロナウイルス感染症対策という特別な財政状況の中で、生かされた

のではないかと分析していただいた。 

「コロナショック」は、単年度の経済的な打撃でいうと、リーマンショ

ックよりも大きい。しかし、新型コロナウイルス感染症が収束すれば、需

要はＶ字回復することが見えている点が、リーマンショックとは違う。コ



- 7 - 
 

ロナ禍で、いかに雇用を維持できるか、守れるかが重要である。未曾有の

危機であり、危機のときは金庫の扉を開けないといけない。国においても、

令和２年度の国債発行額は約 112 兆円であり、過去は約 40 数兆円が最高

額であるため、２倍以上の額である。日本だけではなく、全世界的に同様

の手段を取っており、危機のときは雇用を守るという意味で例外的な措置

をしている。 

自治体財政は、国の財政と違い、借入を増やせるわけではないため、新

型コロナウイルス感染症の対応は、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「臨時交付金」という。）とプラスアルファの範囲で

やらなければならない。令和２年度の臨時交付金は、各市町村でコロナ対

策を十分行える程度の額が配当されている。配当された臨時交付金の中で、

年度内執行ができているか、確かめるべきである。特に、執行残（不用額）

の中で、「けしからん不用額」と「やむを得ない不用額」があり、どちら

の不用額なのかを明らかにする必要がある。新型コロナウイルス感染症の

場合、先に金額が決まっており、短期間に組み立てた事業が多いため、中

には需要がなかった事業もあることが予想される。また、臨時交付金は国

庫支出金であるため、繰越しはできるものの、基金に積むことはできない。

繰越す場合は、次年度はどのような執行となるのか、立案執行のプロセス

をしっかり確認していくべきである。 

財政調整基金というのは、災害や経済不況など、危機対応のための基金

であり、いわゆる赤字決算を避けるための調整弁のようなものである。コ

ロナ禍はまさに危機的状況であり、令和２年度に財政調整基金が増えたと

いうのは、見た目が悪く、多少減ったというくらいが丁度良い。また、交

付税の対象税目のうち、特定の税目において、自治体が当初見込んだ税収

額から大幅に減少した分を補うために発行する減収補填債があり、令和２

年度は、新型コロナウイルス感染症の影響で対象の税目が拡充される。減

収補填債のように、発行できるものは発行し、その上で財政調整基金を活

用すべきである。 

令和２年度の国の第３次補正予算は、いわゆる 15 か月予算と言われて

おり、この補正予算は年度内執行が難しいため、繰り越されて令和３年度

当初予算と一体となって執行される。令和３年度当初予算に、臨時交付金

は計上されておらず、令和２年度の第３次補正予算に、臨時交付金が１．

５兆円含まれている。令和２年度は全体で３兆円の臨時交付金が配当され

たが、令和３年度は１．５兆円であり、つまりこれは、上半期の半年分で

はないかと考えられる。臨時交付金の使途として、市町村レベルで事業者

支援を実施するのは、財源を考えても難しい。また、新型コロナウイルス

感染症のワクチンやＰＣＲ検査に関する費用は全額国費で対応すると見

込まれる。 
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国の「令和３年度の地方財政対策の概要」について、交付税原資が減っ

ているにも関わらず、交付団体ベースの一般財源総額や、地方交付税の総

額が増えている。これは、国の財源をかき集めた異例の処置で、臨時財政

対策債が極端に増えることを避けたと考えられる。そのほか、緊急自然災

害防止対策事業費の大幅な拡充・延長や、緊急防災・減災事業費の拡充・

延長等が令和３年度当初予算の主な特徴である。 

令和元年度決算から見た「会津若松市の財政分析」（今後の市債管理の在

り方） 

本市の財政分析について、財政調整基金は、近年は標準財政規模の 10％

から 15％程度で推移している。令和２年度、令和３年度は新型コロナウ

イルス感染症の影響で財政調整基金が減ることが想定される。令和４年度

以降に新型コロナウイルス感染症が収束してきたときが、平常化するタイ

ミングと考えられるが、令和４年度から令和６、７年度頃の決算までに財

政調整基金が平成 29 年度、平成 30 年度の数字に戻れば、問題ないと言え

る。また、新型コロナウイルス感染症の影響が収まった段階では、金庫の

扉は閉まるわけであり、その際に、元の感覚、つまり、財源が限られてい

る中で、優先順位をどうつけるかという感覚に戻れるか、が重要である。 

借入について、本市の令和元年度決算を見ると、借りすぎという兆候

はない。実質公債費比率や将来負担比率をさらに下げる必要はない。公

債費はかなり抑えられており、投資的経費の在り方としてどうなのかと

疑問を感じる部分もある。しかし、公債費が低いにも関わらず、基金が

増えておらず、公債費以外の経常経費の収支がギリギリのため、単年度

の収支を見ると、特に余裕があるわけではない。投資的経費を抑えすぎ

ている面がある一方で、投資的経費を抑えていかなければ、収支が合わ

ないという側面もある。経常経費と投資的経費のバランスを見たときに、

経常経費をもう少し抑制し、公債費を膨らますということも考えていか

なければならない。 

令和４年度以降の実質公債費比率を活用した新たな市債管理の在り方

について、本市の場合は、実質公債費比率を見ていけば良く、将来負担比

率を見る必要はない。例えば、県や政令都市など、満期一括償還の地方債

の発行を行っている自治体は、実質公債費比率が低くても将来負担比率が

上がっていく場合がある。それは、満期一括償還の場合、単年度で見る実

質公債費比率にはすぐに反映されないが、将来負担比率には反映されるか

らである。また、本市の場合は、将来負担比率に影響する債務保証や損失

補償等も大きくないため、実質公債費比率が安定していれば、将来負担比

率も安定するということである。 

財政分析の観点 

当分科会で考察してきた財政分析の観点（５ページ参照）について、①
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から④まであるが、②と③は発生主義会計ベースで健全という意味であり、

自治体会計の場合は①と④の二つが柱になり、②と③は不要である。①と

④を中心に、さらに、別の財政診断を活用しながら分析をしていくのが適

当である。 

 

② 個別テーマ「公共施設マネジメント」について 

ア 総務委員会行政調査の実施（令和２年１月 21 日～22 日） 

第１分科会の調査研究事項の参考とするため、総務委員会の行政調査を

実施した。この行政調査を通して「土地」をキーワードにした、本市公共

施設マネジメントに係る「土地」についての課題・問題について共通認識

を深めたところである。 

・調査地 

 東京都国立市及び千葉県習志野市 

・調査項目 

  「公共施設マネジメントの取組について」 

・調査結果 

 【東京都国立市】 

１ 国立市の概要 

・東京都の中心部、東は府中市、西は立川市、北は国分寺市、南は多摩川

を挟み、日野市と接している。 

・面積は、8.15 ㎢、東西 2.3km、南北 3.7km（全国の市で４番目の小ささ） 

・人口 76,268 人、世帯数 38,104 世帯（令和元年５月１日現在） 

・令和元年度一般会計当初予算約 304 億円。 

・昭和２年に一橋大学が誘致され、昭和４年に南武線が開通した。戦後

の住宅復興により人口が増え、昭和27年に、文教地区の指定を受けた。 

・市営住宅はなく、都営住宅のみ。 

２ 国立市における公共施設マネジメントの取組 

・市有公共建築物は 121 施設で、全体の８割以上が建築後 30 年以上を経

過している。1969 年から 1978 年の 10 年間で、今ある公共建築物の約

55％を建設した。 

平成 24 年２月 公共施設白書策定 

10 月 公共施設等の在り方に関する研究報告会開催 

平成 25 年３月 公共施設マネジメント基本方針策定 

11 月 低・未利用地の活用方針策定 

平成 27 年５月 公共施設保全計画策定 

平成 28 年３月 公共施設白書（改訂版）策定 

平成 29 年３月 公共施設等総合管理計画策定 

３ 推進体制 
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・政策経営部 政策経営課 

・資産活用担当課長（併任）、資産活用担当係長（専任、技術職）、このほ

か資産活用担当の４名に兼務発令。（教育総務課、高齢者支援課、児童

青少年課、国立駅周辺整備課）  

・公共施設マネジメント検討委員会（副市長、政策経営部長、関係課長） 

４ 国立市公共施設保全計画 

・技術的見地から、建築物のあるべき保全について考えている。 

・建築時期が集中しているため、建替え等の時期も集中すると想定され、

発注時期の平準化についても考えなければならない。 

・学校校舎からのコンクリート塊の落下事故等が発生したことにより、

財政面だけではなく、安全・安心に対応した要素が強い。 

①対象建築物 64 施設 79 棟 

 ⇒ 小・中学校、総合体育館、消防分団器具置場、庁舎など施設利用

にあたって、市民に大きな影響を与える建物や、災害時の拠点等と

して活用されるような建物。 

 ⇒ うち、52 施設 68 棟について建造体劣化度調査を行った。 

②健全な状態での目標耐用年数 

 ⇒ 鉄筋コンクリート造 80 年 

    重量鉄骨造 60 年 

 軽量鉄骨造 40 年 

③構造体劣化度調査の結果を目標耐用年数に反映させ、施設の状態が悪

いものは、目標耐用年数を引き下げた。 

④施設カルテを作成し、施設ごとの残存耐用年数を出した。 

⑤年次計画をたて、建替えと改修時期をまとめた。 

⑥今後 50 年間の修繕・改修及び建替えコストを算出し、さらに優先順

位評価により平準化を図った。 

・職員に対する公共施設マネジメントの取組の必要性等の周知について

は、過去の落下事故が起こった際の落下物の展示や現場見学などを行

い、共通認識を図った。 

・議員や市民に対しても、勉強会や説明会を開催し周知を図った。 

・施設管理者による点検、技術職による現地確認を行い、優先順位を付

け、予算時の査定や修繕対応の根拠として活用した。 

・市民と共有できる統一した情報となるよう、各施設の設置目的を明確に

示した、国立市公共施設白書（改訂版）を策定し、平成 29 年３月に公

共施設等総合管理計画を策定した。 

５ 公共施設等総合管理計画  

①策定に向けた市民アンケート調査 

  ⇒ 公共施設の現状（利用度・満足度）、取組、今後の在り方について
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質問を行ったが、これまでの取組がほぼ知られていないことが分かっ

た。  

②公共施設等総合管理計画と個別施設計画との関係 

行動計画となる公共施設等総合管理計画は、総合的かつ計画的な管理

を推進するために、個別施設計画を策定している（公共建築物、道路・

橋りょう、下水道、公園の４つに関する更新計画）。また、ほかの計画

においても、関係性を明確にするために総合管理計画について明記した。 

③数値目標の設置 

将来の必要額と予想される財源の差額により、対応必要額を算出した。

床面積を縮減することを目標にするのではなく、まちづくりとして取り

組む方向性を全庁的に協議できる体制を整え、様々な計画との整合性な

どを図りながら、まちづくりとしての公共施設の再編計画を、時間をか

けて進めていくこととした。 

⇒ 延床面積を 50 年間で 19.3％縮減（9.14 億円/年相当）し、管理運

営費を３％縮減することとした。また、公民連携や使用料の見直し等

により、財源として、年 3,700 万円を確保することとした。 

 

【千葉県習志野市】 

１ 習志野市の概要 

・面積は約 20.97 ㎢、千葉県の北西部に位置し、東西 8.9 ㎞、南北 6.2

㎞。東京から約 30 ㎞圏内。 

・人口 173,362 人、世帯数約 79,764 世帯（平成 31 年４月１日現在） 

・軍都として発展し、現在軍用跡地は病院や学校に建替えられ、文教住

宅都市として発展してきた。臨海部は埋め立てられ袖ケ浦団地、秋津

団地などの大型団地が建設され、東京のベッドタウンとして発展して

いる。 

２ 公共施設再生計画（個別施設計画）の検討経過 

・平成 17 年～ 庁内検討（施設カルテの作成等） 

・平成 21 年３月 公共施設マネジメント白書策定（実態把握） 

・平成 22 年８月 第三者委員会の設置（対策案検討） 

・平成 23 年３月 第三者委員会からの提言書の受理（対策案） 

・平成 24 年５月 公共施設再編基本方針策定（基本方針） 

・平成 25 年３月 公共施設白書の更新（実態把握） 

・平成 26 年３月 公共施設再生計画策定（個別施設計画） 

・平成 28 年３月 公共施設等総合管理計画策定（行動計画） 

 

３ 習志野市の公共施設の現状 

・築 30 年～55 年の施設が全体の 77％、旧耐震基準の施設は 72％となっ
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ている。 

・築 60 年で建替えると仮定し、大規模改修と建替え費用を試算すると、

25 年間で 965 億円が必要となるが、これまでの公共施設に投資した額

から試算すると約 40％の施設しか更新は出来なくなる（教育施設の総

面積は約 60％であり、教育施設すら全ては更新できない状況）。 

・拡大・成長に下支えされているシステムを見直し、地域が積極的に公

共事業や公共サービスの供給を効率化する一方、特異性を見出して地

域間競争力を確保するなど、選択と集中を行うことで、理想的な規模

を維持できるよう賢く収縮（スマートシュリンク）していく。 

４ 公共施設再生計画基本方針の主な内容 

・対策の３本柱：保有総量の圧縮、長寿命化、財源確保 

・施設重視から機能優先への発想の転換により、複合化・多機能化を推

進する。 

・計画的な維持保全（予防保全への転換）による長寿命化 

・財源確保への取組の推進 

①資産(土地)の有効活用の推進 

②利用者負担の適正化 

③単価の削減努力（事業費の圧縮） 

④減価償却費の考え方の導入及び基金の創出と積立のルール化（将来へ

の対応） 

・インフラも含めた財政計画に基づく老朽化対策の推進 

・民間ノウハウを活用した官民連携（ＰＰＰ／ＰＦＩ）の推進 

・庁内推進体制の整備と公共施設マネジメント条例の制定 

⇒ ＡＭ（アセットマネジメント）、ＦＭ（ファシリティ・マネジメン

ト）、施設営繕などに総合的・戦略的に取り組む組織として、資産管

理室を設置した。 

・情報公開による問題意識の共有化 

・モデル事業の実施 

５ 公共施設再生計画の目的 

①時代の変化に対応した公共サービスを継続的に提供すること 

②人口減少社会の中で持続可能な都市経営を実現すること 

③将来世代に負担を先送りしないこと 

⇒ 目的を達成するための取組 

１、公共施設を適正に維持する 

２、公共施設の延床面積を削減し、再生整備に必要な事業費を 30％圧縮

する（計画期間内の環境変化に応じ適宜見直す）。 

３、ファシリティ・マネジメントを導入し、公共施設について今後保全

から予防保全に転換し、長寿命化を図りライフサイクルコストを低減す
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る。 

・公共施設再生の取組は、公共施設の統廃合が目的ではなく、人口減少

社会の中で持続可能な都市経営を実現し、将来世代に負担を先送りす

ることなく、時代の変化に適合した公共サービスを継続的に提供する

ことである。 

・目的を達成するために、サービスを提供するための「器」である公共施

設を適正に維持していくことを目標としており、総量圧縮、長寿命化、

財源確保の３つの手段を考えている。 

６ 財源の確保と基金 

①資産管理課において、財源確保の観点から、普通財産の売却、貸付等の

財源化を進めている。駅前の幼稚園跡地を 56 億円で売却した。 

②平成 25年 12月に減価償却費の考え方を踏まえた公共施設等再生整備基

金を創設し、積立てのルール化を図った。 

・定義：公共施設等は、不動産及び動産をいう。 

・積立：毎年度１億円（一般財源）以上に加え、不動産売払収入額を

積立てることとした。 

・使途：公共施設等の再生整備に要する経費の財源に充てるときに限る。 

（参考） 

・平成 31 年度当初基金残高：習志野市約 62 億円、会津若松市４億円 

・平成 31 年度当初予算土地売払収入：習志野市約７億円、会津若松市

約４千万円 

７ 庁内の組織体制 

・平成 24 年度の機構改革により、公共施設マネジメント担当の一元化の

観点から、企画、計画立案、公有資産の有効活用などを担当する資産管

理課と、全庁的な営繕業務を担当する施設再生課を配置する資産管理室

を設置した。 

・庁内の推進体制としては、方針を決定し進行管理を行う「経営改革推

進本部（市長、部長級）」、問題解決の方向性を検討する「公共施設等

総合管理計画推進及びＰＦＩ検討会議（部長・課長級）」、個別課題の

検討や協議を行う「公共施設等総合管理計画推進連絡会議（課長級）」、

さらに個別課題の詳細検討を行う組織として「公共施設等総合管理計

画推進作業部会」を設置。 

・諮問、調査、審議や提言を行う、有識者会議である「公共施設等再生

推進審議会」を置いている。 

８ 住民への説明責任 

・財政問題学習会、公共施設再生シンポジウムの開催、まちづくり会議・

出前講座・市民カレッジでの意見交換、各種団体との意見交換会、広報

紙への連載、市民アンケートを実施した。 
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⇒ 個別の施設をみると、利用者は多くても市民の１割弱。 

⇒ 普段、施設を利用しない方は特に声をあげないが、これらの方々

が反対の声に惑わされることが無いように、しっかりと正確な情報

を伝えていく必要がある。 

 

⑵ 具体的な政策課題「住民自治」 

住民自治に関しては、前期の調査研究に引き続き、個別テーマを「自治基

本条例と地域内分権」と設定し、さらに個別テーマ「地域公共交通」を切り

口とした、政策研究も行ってきた。 

① 個別テーマ「自治基本条例と地域内分権」について 

ア 専門的知見の活用 政策研究セミナー＜１＞ 

・日時 令和２年 11 月 19 日（月）午前９時 30 分から正午まで 

・場所 会津若松市役所本庁舎３階 議場 

    ※Ｗｅｂ会議システム「Ｚｏｏｍ」によるオンライン開催 

・演題 「都市自治体における地域コミュニティ組織再編の動向と背景」、

「伝統的な地域コミュニティ組織である町内会の由来と社会機能」、

「行政協力制度の現状と課題」、「会津若松市の都市内分権をめぐる

論点－町内会・区長制度との関係を中心に」、「地域コミュニティ政

策と市および市行政の役割」 

・講師 山梨学院大学 法学部 特任教授  

日髙 昭夫 氏 

【セミナー総括】 

都市自治体における地域コミュニティ組織再編の動向と背景 

町内会は、町村合併政策による近代化の所産であり、「自治体」としての

法的資格を喪失し、「地域」として存続する多様な「地域運営組織」である。

地域運営組織である町内会が必要とされた理由は、①その時代、その社会、

その地域のリスクへの対処の必要、②地域共同事業の必要、③行政サービス

の補助・補完の必要、④親睦と地域文化の継承、が挙げられる。町内会の定

義は、地域住民の任意の自治組織であり、総体レベルでみれば、全国ほぼ全

ての基礎自治体の管轄区域内にそれらが重複なく網羅的に組織され、当該自

治体と一定の相互依存（もしくは「協働」）関係を有する非公式の地方自治

システムである。 

伝統的な地域コミュニティ組織である町内会の由来と社会機能 

全国市区町村の８割に何らかの形の町内会の行政協力制度がある（日高氏

の 2008 年調査より）。日高氏によれば、本市は行政区長型を主としているが、

区長を非常勤特別職と位置づけているわけではなく、報酬とせずに町内会交

付金を交付しているため、行政区長型と一括交付型のコンビネーションのよ

うな制度となっている。全国の行政協力業務の特徴としては、窓口代行から、
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行政とのパイプ役（定期広報物配布や委員の推薦・選出等）と公共的サービ

ス（ごみ分別・資源物回収や防災、防犯等）の提供にシフトしている。本市

の場合、町内会活動ガイドブックから推察すると、極めて広範囲にわたって

住民協力をいただいており、住民の協力を得ながら市政を進めてきたと言え

る。 

行政協力制度の現状と課題 

都市内分権を設計する際に、最大の論点の一つは、現在の町内会・区長会

制度の位置づけである。本市は、町制施行時の若松町時代から、福島県で市

政施行第１号となった若松市（明治 32 年）を経て今日に至るまで、当時の

福島県を先導する地域運営組織としての町内会・区長制度が歴史的に非常に

大きな役割を果たしてきた。会津若松市史によれば、「市政の実施にともな

い、同年（明治 32 年）11 月に行政区の再編成を行った。…市内を 60 区と

した（明治 38 年に 144 区に改正）。そして区ごとに区長が置かれ、市からの

伝達事項の処理、区と市役所との連絡事務などにあたるとともに、区内の行

事など一定範囲の自治活動の取りまとめを行った」とある。本市の区長制度

は相当の歴史があり、全国でも有数のレベルである。 

会津若松市の都市内分権をめぐる論点－町内会・区長制度との関係を中心に 

本市の町内会は、令和２年４月現在、平均加入率約 91％を誇るが、2008

年調査時点の 95.3％から４ポイント余低下している。また、地区ごとの加

入率も検討が必要である。加入率の推移はその変動を予測する重要な指標と

なる。本市の町内会は、比較的規模の小さな町内会が多く、加入世帯が 100

世帯未満の町内会が全体の約７割を占める。旧城下町地域では小さな町内会

が多い一方で、門田や一箕地区では規模の大きな町内会があり、地区による

バラつきが大きい。 

本市の高齢単身世帯数は 1985 年から 2015 年までの 30 年間で約５倍に増

加している。高齢単身世帯数は、世帯を単位として成立する町内会の行方を

予測する上で、重要な指標である。 

地域コミュニティ政策と市および市行政の役割 

地域コミュニティの仕組みを再構築するには４つの選択が想定される。１

つ目が、町内会の自己改革であり、加入率アップのための工夫、活動内容や

方法の見直し、組織運営の在り方の見直し等である。２つ目が、町内会間の

連携・協力・連合であり、町内会施設の共同利用、一部事務の組合化による

負担の軽減や、小規模町内会の合併・統合、地区内を分割したブロック単位

の連合である。３つ目が、ボランティア、ＮＰＯ等との連携協力であり、有

償ボランティア事業や、事業者と連携した町内会会員向け割引カード事業な

どである。そして４つ目が、統合型の地域コミュニティ組織（プラットホー

ム）の再構築であり、町内会をはじめ、地域を構成する多様な活動主体が連

携協力して地域課題の解決を目指す仕組みとして、個々の町内会の弱みを補
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い、地域社会の急激な変化に対応するため、今後不可欠な地域コミュニティ

の仕組みと考えられる。 

こうした社会の変化に対応していくため、今後、行政の役割の見直しが求

められている。単なる事務処理（デスクワーク）は、民間化とＡＩ化で代替

され、行政サービスの新たな役割への再編と公共サービスの協働化への対応

が必要となり、地域コーディネーターとしての市職員の役割が増大する。「協

働」がこれからの行政のスタンダードという前提に立つとともに、いわゆる

協働所管部署やコミュニティ所管部署だけの事業という縦割りの発想をリ

セットすることが必要である。地域コーディネーターとして、地域を熟知し、

多様な地域課題の効果的な解決のために行政手法を工夫するなど、「地域担

当職員制度」も今後一層重要性を増すと考えられる。 

 

② 個別テーマ「地域公共交通」について 

ア 金川町・田園町住民コミュニティバスの現地調査 

・日時 令和元年 12 月 26 日（木）午後１時～午後３時 30 分 

・調査内容 持続可能な公共交通について調査研究を進めるため、先進的な

取組である金川町・田園町住民コミュニティバス「さわやか号」

に乗車するとともに、バスを運行している金川町・田園町住民

コミュニティバス運営協議会との意見交換を実施した。 

【総括】 

住民コミュニティバス運営協議会の取組 

平成 30年 10月から令和元年９月までの住民コミュニティバスの運行実績

は、運営経費の 38％が運賃収入（経常収益）であった。運営協議会では、

基準収益額を経常費用の 30％と設定し、基準収益額を下回った場合には、

地元が負担する仕組みとしている。バス運行にかかる費用、収益、補助の考

え方について、常に地域と共有することで、自分たちでバスを経営している

ことを意識するとともに、基準収益額を下回らないよう、利用促進や運行改

善など不断の取組につなげている。常に危機感を持ちながら運営しており、

その取組の一つに「応援寄付金」がある。金川町、田園町有志からのバス存

続激励の寄付を受け「応援寄付金」として積み立て、その運用については、

バス運営が行き詰まったときに補填する目的で基金として管理している。 

組織運営 

月１回の役員会議には、地域住民、バス事業者、地元スーパーである株式

会社リオン・ドールコーポレーション、市役所が継続して参加しており、そ

れぞれの役割分担を十分に発揮しながら、バス運営にあたっている。株式会

社リオン・ドールコーポレーションでは、コミュニティバスと提携したポイ

ント支援を行っており、地域ぐるみで支援・連携している。 

利用者の声を反映し、アンケート調査等を実施しながら、運行時間や運行
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経路の一部を変更してきた。また、利用拡大の取組として、利用者が楽しく

参加できるよう、定期的なランチ会の実施、絵付け体験をセットにした乗車

体験ツアーなどを実施している。バスの利用促進だけでなく、高齢者の交流

の場ともなっている。 

課題は、組織を運営する役員の継承やバス運営を継続していくための仕組

みづくりであり、運営協議会において危機意識を共有しながら運営にあたっ

ている。 

 

第３節 政策課題のまとめ 

１ 具体的な政策課題の追加について 

 問題分析に係る具体的な政策課題に関しては、分科会委員が分科会とし

ての論点をまとめ、定例会の本会議において一般質問を行い、分科会にお

いては予算審査・決算審査で論点を抽出し質疑を深めてきた。そうした取

組を行い、執行機関の考えを整理し、委員間で議論を重ねてきた。 

 今般、令和元年度一般会計歳入歳出決算の認定に係る審査を通して、第

７次総合計画に位置づけられている「スマートシティ会津若松」、「会津若

松市まち・ひと・しごと創生総合戦略」、そして国の特区指定を目指し、

取組を進める予定の「スーパーシティ」について課題が明らかになったた

め、令和２年 10 月に、討論テーマ①「本市財政の持続可能性と事業・サ

ービスとの調和について～市民が事業・サービスを選択しうる舞台づく

り」の具体的な政策課題「健全な行財政運営に基づく最適な自治体づくり

について ～財政健全化、住民自治～」に、新たな具体的な政策課題とし

て、「ＩＣＴと未来社会」を追加し、今後、調査研究に取り組むこととし

た。なお、具体的な政策課題の位置づけについては、次のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

まちの拠点 

 

財政健全化 

財政分析 

自治基本条例 

公共施設マネジメント 

地域公共交通 

地域内分権 

庁舎整備 

県立病院跡地利活用 

駅前都市基盤整備 

 

 

住民自治 

ＩＣＴと未来社会 
（令和２年 10 月に新たに追加） 

  は討論テーマ①の、  は討論テーマ②の個別テーマ 
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２ 「健全な行財政運営に基づく最適な自治体づくりについて ～財政健全

化、住民自治、ＩＣＴと未来社会～」 

⑴ 具体的な政策課題「財政健全化」 

①個別テーマ「財政分析」について 

財政分析については、議会として毎年度本市の財政分析資料を作成する

とともに、関西学院大学大学院経済学研究科・人間福祉学部の小西砂千夫

教授による財政セミナーを開催してきた。 

令和２年１月に開催したセミナーにおいて、１、近年の本市の財政状況

は安定しており、今後は投資的経費をどのようにしていくかが焦点となる。

２、本市の投資的経費は抑制されており、財政需要を先送りにしてきた可

能性がある。３、今後、近い将来、投資的経費を増やさなければならない

ときが来るのではないかと予想され、そのとき、現在は減少している公債

費が増加するため、増加した公債費を吸収していけるかどうかの３つの課

題が指摘された。 

執行機関では、平成 30 年９月に市債管理のルールを見直し、市債管理

の対象から臨時財政対策債の発行額及び元金償還額を除外し、市債管理の

期間を平成 30 年度から令和３年度までの４年間とするとともに、４年間

合計で、市債の新規発行額を元金償還額以下に抑えるという考え方を示し

た。しかし、社会情勢の変動等により、中期財政見通し等で計画していな

かった新たな事業が発生する場合もある。現在の市債管理のルールを堅持

することが基本であるものの、令和４年度以降の市債管理の在り方につい

ては、実質公債費比率や将来負担比率などの指標の活用も含め、さまざま

な角度から管理の手法を見出し、財政健全化とまちづくりに対する財源を

確保する視点から、投資的経費のバランスを図った新たな市債管理のルー

ルを検討する必要がある。そうした中、執行機関より、令和２年 10 月に

令和４年度以降の新たな市債管理のルールが示された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（再掲） 

【令和４年度以降の新たな市債管理のルール】 

 実質公債費比率を重視した管理とし、現在の実質公債費比率の水準を

維持していくという考え方の下、各年度の比率が現状と同水準の６．０％

程度となることを目安とするものである。具体的には、次の①から④の

管理方法により、市債を管理していく。 

【実質公債費比率を用いた具体的な市債管理方法】 

①実質公債費比率の将来推計及び財政見通しの作成を行い、各年度の比

率が現状と同水準の６．０％程度となる公債費の規模を把握する。 

②①で把握した公債費の規模を踏まえつつ、各年度の収支均衡が図られ

る市債発行額を検討する。 

③中期財政見通しの公表時に、向こう３年間の市債発行の「目安額」及
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 令和３年１月に開催した小西氏のセミナーでは、令和４年度以降の新し

い市債管理のルールに対する見解や令和３年度の国の地方財政対策の概

要、特に新型コロナウイルス感染症による影響について講演いただいた。

セミナーでは、新型コロナウイルス感染症という未曽有の危機に対して、

金庫の扉を開けないといけないということ、感染症対応のための新型コロ

ナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の執行残（不用額）については、

適切なものか確認する必要があること、令和２年度、３年度の財政調整基

金は減ることが予想されるが、新型コロナウイルス感染症が収まった後、

令和４年度以降は金庫の扉が閉まるわけであり、そのときに元の感覚、つ

まり、財源が限られている中で優先順位をつけてどう使うかという感覚に

戻れるかが重要であるということなどを学んだ。また、近年の本市の公債

費はかなり抑えられており、そうした意味で新しい市債管理のルールにあ

るような実質公債費比率を現状の６．０％程度にするという考え方は、投

資的経費の在り方としてどうなのか、という問題提起もなされた。ただし、

投資的経費を抑えすぎている面がある一方で、単年度収支に余裕があるわ

けではなく、今後、経常経費を抑制し、公債費を膨らますということも考

えていかなければならないとのことである。市債管理の手法として、本市

の場合は実質公債費比率を見ていけば良く、将来負担比率は見る必要はな

いということも助言いただいた。 

 

②個別テーマ「公共施設マネジメント」について 

財政健全化の観点から、公共施設マネジメントの推進についても調査 

研究を進めており、令和２年１月に東京都国立市及び千葉県習志野市にお

いて、「公共施設マネジメントの取組」に関する行政調査を行った。東京

都国立市では、技術的見地から建物保全の優先順位をつけ、施設更新時期

が集中することのないように、工事発注時期の平準化に考慮しながら計画

を策定しており、それらについての職員研修を行うなど、全庁的な取組と

して進めていた。千葉県習志野市では、財源確保の観点から、基金への積

立額を条例で定め、不動産売払収入と合わせて基金へ積み立てを行うなど、

積立のルール化を図りながら取組を進めていた。 

予算決算委員会第１分科会では、令和元年度一般会計歳入歳出決算の認

定に係る審査において、公共施設を論点として審議し、そのキーワードを

「土地」ととらえ、その課題・問題を取り上げた。普通財産の土地と施設

は、総務部が管理しているが、行政財産の土地と施設は、各部各課が管理

び向こう７年間の実質公債費比率の推計値を示す。 

④毎年度①～③をローリングすることにより、前年度に示した目安額の

精度を上げていく。 
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している。特に行政財産の土地については、底地が民地のままで課題、問

題が整理されていないものもあり、普通財産に移管して多用途への利用、

貸し付け、売却ができないものもある。その整理のためには、行政財産の

土地に関する庁内での統一的な管理運営や、底地の整理に関する所管部署

の在り方などの課題が明らかとなった。また、予算決算委員会第１分科会

の委員間討議において、持続可能な財政運営や市民サービスの充実のため

に、今ある資産をどのように活用していくかという発想の転換が必要であ

り、歳入確保の方策についての調査研究を進めていくことが必要であると

の共通認識に至ったところである。 

市では、公共施設保全計画に基づき、全ての公共施設の施設カルテを 

作成し、44 施設については長寿命化を図る予防保全の対象とし、それ以

外の施設は必要最小限の修繕を行う事後保全の対象に分類している。それ

ぞれの施設について、まず、公共施設管理課で現地調査や所管課へのヒア

リングを行い、技術的な観点から緊急性や危険性、市民ニーズが高いと判

断した施設について、庁内横断的な組織である公共施設等総合管理推進会

議及び同推進本部で協議し、事業の優先順位を判断している。この優先順

位に基づき、次年度に必ず予算措置が必要な修繕もしくは、再来年度以降

に先送りしても支障がない修繕について協議を行っている。 

事後保全の施設については、各地区でワークショップを実施し、市民の

声を聞きながら公共施設再編プラン案の策定に向けて取り組んでいる。ワ

ークショップにおいては、地域コミュニティの維持と地域の拠点としての

公共施設の在り方なども議論されており、地域づくりという視点からの公

共施設の検討がされてきている。また、庁内においては、幹部職員を対象

とした東洋大学客員教授の南学氏による公共施設マネジメントの研修会

を実施するなど、取組を深めていく姿勢は評価するものの、同研修会で学

んだ複合化、多機能化、民間活用などの手法を、その後の執行状況にどの

ように生かしていくのか、注視していく必要があると考える。 

一方で、庁内横断的な組織として市有財産利活用検討委員会や公共施設

等総合管理推進会議などがあるものの、既存の施設や土地については、所

管部局の意向が尊重されており、俯瞰的な視点からの用途変更や施設の再

編、改廃についての検討が不十分である。また、土地については、底地の

問題により、有効活用できていないものもあり、その整理に向けた庁内統

一的な管理運営や所管部署の在り方などの課題がある。そのため、予算決

算委員会第１分科会では、市有財産の俯瞰的、総括的な管理の在り方につ

いて、令和３年度に策定される公共施設再編プランにおいて、方向性を示

すとともに、市有財産利活用検討委員会や公共施設等総合管理推進会議に

おいて、俯瞰的、総括的な視点による全体最適性を最優先とした管理の在

り方を検討するよう、令和３年２月定例会において要望的意見を取りまと
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めたところである。 

 

⑵ 具体的な政策課題「住民自治」 

①個別テーマ「自治基本条例と地域内分権」について 

 住民自治については、平成 28 年に自治基本条例が制定されて以降、同

条例第 12 条第５項における地域の範囲が明確に定義付けされていない中

で、各部各課の個別計画において地域の範囲の定義が統一されていない現

状である。また、受け皿となる地域でも、組織体制が整理されていない地

域もあり、地域活動での役割を分担する際、混乱を招いている状況がある。 

 一方、湊地区や北会津地区、河東地区に続き、令和元年度には永和地区

や大戸地区でも自治運営組織が設立されており、少しずつその取組が広が

ってきている。また、北会津地区や河東地区では、地域のサポート役とし

て職員が一緒に地域の取組を進め、地域内交通である北会津ふれあい号や、

みなづる号の利用者増加に向けた改善に地域と一体となって取り組んで

いる点は評価できる。今後の住民自治を一層進めるためには、これらの取

組を全市に広げていく必要がある。 

そのため、令和２年９月定例会において、予算決算委員会第１分科会で

次のとおり要望的意見を取りまとめた。「地域の拠点の在り方として、公

民館及びコミュニティセンター等を位置づけるなど、早急に検討するとと

もに、地域の持つ潜在的能力を引き出し発揮するために、ファシリテーシ

ョンスキルを持った職員や湊地区のような集落支援員等の人材の配置を

進めるよう、要望する。さらに、庁内連携により、自治運営組織の設立や、

地域の取組をサポートしていく組織体制を整備するよう、要望するもので

ある。」 

令和２年 11 月に実施した山梨学院大学法学部の特任教授である日髙昭

夫氏のセミナーでは、本市の区長会制度は全国でも有数の歴史があるため、

その歴史を尊重しなければならないこと、比較的規模の小さな町内会が多

いが、地区により規模のバラつきが大きいため、全ての町内会を一括りに

できないこと、地域コミュニティを再構築するための様々な方策や、今後、

市職員の役割の発想の転換が求められており、地域課題解決のための地域

コーディネーターとしての役割が増大していくと考えられることなどに

ついて、理解を深めた。 

 

②個別テーマ「地域公共交通」について 

 住民自治については、地域公共交通を切り口とした研究も行っており、

令和元年 12 月には、金川町・田園町住民コミュニティバスの現地調査を

行い、当該運営協議会との意見交換を行った。金川町・田園町住民コミュ

ニティバスは、地元住民、バス事業者、地元スーパー、市役所が連携しな
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がら、それぞれ役割意識や使命感を持って運営していた。地域の方だけで

バスを運営していくことは、どの自治体でも難しくなってきている中で、

より多くの人々を巻き込んだ運営が必要であり、金川町・田園町住民コミ

ュニティバス運営協議会では、そうした取組を継続しながら、地域の活性

化につなげていた。同協議会では、課題について、利用者増に向けた取組

や、持続的な運営の在り方、組織を運営する担い手の高齢化による人材不

足と捉えており、課題に対し、運賃収入が基準収益額を下回った場合には

地元側が負担する仕組みや、寄付金を運営危機のための基金として管理す

るなど、地域住民と工夫しながら取組を進めている。こうした先進的な取

組を第１分科会としても継続して研究していく必要がると考える。 

 公共交通については、担当部局が丁寧に利用者の声を吸い上げ、地域と

ともに公共交通の在り方を協議し、さまざまな支援を行っている点は評価

できる。 

一方で、公共交通には、交通空白地域や日中の空白時間の解消、料金体

系の問題、スクールバスにおける地域公共交通の活用の在り方など、さま

ざまな課題があり、そうした課題解決のために、ＡＩを活用した先進事例

などを積極的に研究することも必要である。 

 また、公共交通として採算性を考えることも重要であるが、利用者の声

を聞きながら、外出のモチベーションを上げるための仕掛けを作るなど、

生活に根差した公共交通となるため、利便性の確保に加え、地域づくりと

いう視点からも公共交通を注視していかなければならない。 

 

⑶ 具体的な政策課題「ＩＣＴと未来社会」 

 第７次総合計画では、「スマートシティ会津若松」が基本構想の３つの

コンセプトのうちの１つ、「つなぎ続くまちへ」の中の視点に位置づけら

れている。また、「会津若松市まち・ひと・しごと創生総合戦略」におい

ても、スマートシティに関連する具体的な事業が明記されるなど、市では

ＩＣＴを活用したまちづくりが進められている。 

 令和２年６月 15 日の総務委員会協議会において、スマートシティの取

組を次のステージに進めるべく、国の「スーパーシティ」構想への応募と

いう考え方が示された。「スーパーシティ」構想とは、国家戦略特別区域

法の一部を改正し、複数分野にまたがる規制改革（緩和）をまとめて行う

こととしたものであり、ＡＩなどを活用した先端的なサービスを導入する

ことで、便利で暮らしやすいまちを実現していく構想である。「スーパー

シティ」構想では、さまざまなデータを分野横断的に収集・整理し提供す

る「データ連携基盤」を軸に、地域住民等にさまざまなサービスを提供し、

住民福祉・利便性向上を図るとされている。 

 こうしたＩＣＴと関連したまちづくりについては、先進的な取組である
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からこそ、今後、一つ一つ課題を整理していく必要がある。そうしたこと

から、具体的な政策課題に「ＩＣＴと未来社会」を追加し、調査研究を開

始することとした。 

 

３ 「均衡ある行政機能と住民サービスの在り方について～まちの拠点～」 

⑴ 具体的な政策課題「まちの拠点」 

まちの拠点に関しては、前期の調査研究に引き続き、個別テーマを「庁

舎整備」「駅前整備」「県立病院跡地利活用」と設定し、政策研究を行って

きた。 

① 個別テーマ「庁舎整備」について 

 庁舎整備については、予算決算委員会第１分科会における予算審査、決

算審査を通して後年度負担の平準化や全体最適性の面から政策研究を行

ってきたが、議会としても建設場所や事業費等について、種々議論がなさ

れてきた経過にある。 

議会としては、令和２年２月定例会において、「会津若松市庁舎整備基

本計画」及び「会津若松市庁舎整備基本計画の精査と整備に向けた方向性

の整理」に基づく庁舎整備事業費を含む令和２年度一般会計予算を可決し

た。そこで、市が策定する庁舎整備基本計画等に基づく基本設計に、庁舎

整備基本計画に掲げる庁舎の役割及び庁舎整備の基本理念・目標、さらに

は議会として求める市民サービスや利便性の向上に資する機能等を反映

させるため、「新庁舎整備に係る検討委員会」を設置した。 

なお、新庁舎整備に係る検討委員会の委員には第１分科会の委員が全員

含まれており、開催概要については、次のとおりである。また、新庁舎整

備に係る検討委員会解散後は、各派代表者会議で協議が継続されることと

なった。 

【新庁舎整備に係る検討委員会の会議開催概要】 

・開催回数 令和２年５月から同年８月までの計 11 回 

・検討結果 令和２年８月 25 日に「新庁舎整備に関する提言案」を議長

へ報告。令和２年９月３日に議長から市長へ提言を提出。 

 

② 個別テーマ「駅前整備」について 

駅前整備については、予算決算委員会第１分科会における予算審査、決

算審査を通して、事業の進捗状況を確認し、後年度負担の平準化や交通の

結節点の面から、政策研究を進めてきた経過にある。質疑を通し、次のこ

とが明らかとなった。 

建設部が主体となり、令和２年度に関係事業者と基本協定を締結する予

定であったが、新型コロナウイルス感染症の影響により、関係事業者との

協議が大幅に遅れており、令和３年度中の基本協定締結を目指すとしてい
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る。駅前整備の実施時期や総事業費は示されておらず、財務部が毎年作成

する中期財政見通しや、令和２年 12 月に改訂された新市建設計画の財政

計画にも反映されていない。 

 

③ 個別テーマ「県立病院跡地利活用」について 

 県立病院跡地利活用については、予算決算委員会第１分科会における予

算審査、決算審査を通して、事業の進捗状況を確認し、後年度負担の平準

化やバランスの取れた行政機能の配置などについて政策研究を進めてき

た経過にある。質疑を通し、次のことが明らかとなった。 

市では、平成 31 年４月に県立病院跡地利活用基本構想を策定し、令和

元年５月から６月に市内６か所で市民との意見交換会を実施してきた。し

かしその後、平成 30 年１月に県が行った土壌調査で基準を上回る有害物

質が検出され、令和２年度に詳細調査を行った結果、病院敷地約２万 5,000

平方メートルのうち、10 メートル四方に区切った１か所で有害物質の基

準値を上回ったことが判明した。そのため、令和３年度に県が当該箇所の

土壌の除去を実施し、除去後には水質調査を実施する見込みとなった。 

また、同跡地の取得については、県より８億３千万円の不動産鑑定評価

額が示され、その購入に当たっては福島県市町村振興基金（起債）の活用

が予定されている。しかし、平成 31 年４月以降に、県より、基金の貸付

けに当たっては、建設事業と一体的な用地取得の貸付けが原則であるとの

説明があり、施設の建設事業を当該年度中に一緒に行う場合や、用地の取

得と併せて造成工事を実施する場合、次年度に必ず施設建設を行う見込み

がある場合を前提とする、とのことであった。 

財務部に確認したところ、土地の取得については毎年度更新される向こ

う３年間の中期財政見通し（令和２年７月 21 日作成）に市債額を反映さ

せているが、当該土地に建設する施設についての市債額は見込んでいない

とのことである。 

令和２年９月定例会の決算審査において、企画政策部へ事業の進捗状況

を確認したところ、土壌調査の必要性が判明した以降、市では、事業内容

の精査、事業計画の立案等を検討していなかったということが分かり、質

疑を通し、指摘したところである。 

これを受けて市では、用地取得の時期も含めて未定であるが、令和３年

度中に県立病院跡地の利活用に関する今後のスケジュールを示すととも

に、民間活力の活用も含めて検討していくとしている。 
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第３章 今後の取組の方向性（次期体制への申し送り事項） 

第１節 討論テーマ①  

本市財政の持続可能性と事業・サービスとの調和について 

～市民が事業・サービスを選択しうる舞台づくり  

具体的な政策課題： 

健全な行財政運営に基づく最適な自治体づくりについて 

～財政健全化、住民自治、ＩＣＴと未来社会～ 

１ 財政健全化  

① 個別テーマ「財政分析」について 

今後も、第７次総合計画で示された前期・後期の財政見通しや新市建設

計画における財政計画を参考とするとともに、毎年度更新される中期財政

見通しを注視し、国の動向に基づく財源の見通し等を踏まえ、継続的な財

政分析と予算審査、決算審査を通した政策サイクルにより、本市財政の持

続可能性について調査研究を進める。特に、令和３年度、令和４年度は新

型コロナウイルス感染症の影響を注視していく必要があると考える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

庁舎整備や県立病院跡地利活用、駅前整備などの大型事業や新市建設計

画に位置づけられている事業はもとより、新たな事業が発生した際には、

後年度負担の平準化を考慮する必要があると考える。予算審査、決算審査

を通して中期財政見通しの範囲内に起債額が抑えられているか、しっかり

とコントロールできているか、精査していく。 

（再掲） 

【令和４年度以降の新たな市債管理のルール】 

令和２年 10 月の第１分科会において、令和４年度以降の新たな市債

管理のルールが示された。実質公債費比率を６．０％程度に維持してい

くことを目指すとしているが、投資的経費と起債の関係から、具体的に

は、財務部が示した次の①から④の管理方法によって、市債管理の在り

方を注視していく。 

【実質公債費比率を用いた具体的な市債管理方法】 

①実質公債費比率の将来推計及び財政見通しの作成を行い、各年度の比

率が現状と同水準の６．０％程度となる公債費の規模を把握する。 

②①で把握した公債費の規模を踏まえつつ、各年度の収支均衡が図られ

る市債発行額を検討する。 

③中期財政見通しの公表時に、向こう３年間の市債発行の「目安額」及

び向こう７年間の実質公債費比率の推計値を示す。 

④毎年度①～③をローリングすることにより、前年度に示した目安額の

精度を上げていく。 
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② 個別テーマ「公共施設マネジメント」について 

市有財産である土地を売却するためには、底地の整理の問題がある。普

通財産は総務部が管理しており、行政財産は各所管部が管理しているが、

特に行政財産については、底地が民地のままで課題、問題が整理されてい

ないものもあり、普通財産に移管して多用途への利用、貸し付け、売却が

できないものがある。土地の問題が解決されなければ、望ましい利用がさ

れないため、今後、どのように底地の問題を整理していくのか、整理でき

ないとすれば、どこにその原因があるのか、行政財産の庁内での統一的な

管理運営の在り方や底地の整理に関する所管部署の在り方などについて、

議会としても研究していく必要がある。また、底地の問題が整理されてい

る土地の場合、貸付や売却等、どのような手法が考えられるのか、さらに、

売却益等がどのように扱われるのか、精査していく。持続可能な財政運営

や市民サービスの充実のために、今ある資産をどのように活用していくか

という発想の転換が必要であり、歳入確保の方策についての調査研究を進

めていく必要があると考える。 

令和３年２月補正予算として、会津若松地方土地開発公社の解散に伴う

残余財産である準備金約４億５千万円が公共施設維持整備等基金に積み

立てられたため、今後は基金の運用の仕方についても注視していく。また、

土地の売却益を基金に積み立てるのか、あるいは、一般財源に入れるとす

れば、土地の課題解決に関する有効活用がされるのか、精査していく。 

令和３年２月定例会における要望的意見（下記参照）や市で実施した公

共施設マネジメントの幹部研修の内容を今後、どのように施策に反映させ

ていくのか、注視していく必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（再掲） 

【令和３年２月定例会 市有財産の総括的な管理についての要望的意見】 

現在、市有財産利活用検討委員会や公共施設等総合管理推進会議にお

いて、庁内横断的に土地や公共施設などの市有財産の在り方を検討して

いるが、既存の施設や土地については、所管部局の意向が尊重されてお

り、俯瞰的な視点からの用途変更や施設の再編、改廃についての検討が

不十分である。市有財産は、収益性の確保や市民の利便性の向上、地域

の活性化などの観点から、全体最適性を考え、俯瞰的に方向性を示す必

要があると考えるところである。 

このようなことから、市有財産の俯瞰的、総括的な管理の在り方につ

いて、令和３年度に策定される公共施設再編プランにおいて、方向性を

示すとともに、市有財産利活用検討委員会や公共施設等総合管理推進会

議において、俯瞰的、総括的な視点による全体最適性を最優先とした管

理の在り方を検討するよう、要望するものである。 
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２ 住民自治  

① 個別テーマ「自治基本条例と地域内分権」について 

住民自治については、地域の拠点となる場所とファシリテーターのよう

な人材の配置が重要であると考える。執行機関では、地域の拠点について

は、公民館を中心とした在り方を考えていると答弁しているが、市内中心

部などの公民館がない地域では、どこを拠点とするのか明確ではない。市

内中心部については、今後、コミュニティセンターを含め、どこを拠点と

するのが良いのか、議会としても深めていかなければならない。 

地域運営組織の在り方については、部会制をとっている湊地区などの組

織体制について調査研究を進めるとともに、地域運営組織に一定の権限や

財源を付与する仕組みについても、調査研究を進めていく。令和３年２月

定例会予算決算委員会第１分科会において、執行部は「自治基本条例に基

づく地域の定義については、地域福祉計画であれば第４層、学区であれば

旧小学校区を想定しているが、各個別計画においてはそれぞれの事業目的

達成のために地域の区割りを設定しており、今後、各個別計画における地

域の区割りやその有効性を丁寧に確認していく必要がある。令和２年度は、

地域課題解決と地域活性化に向けた庁内ワーキンググループを開催し、町

内会や小中学校の学区、民生児童委員の担当区域、個別計画における地域

などを地図上で可視化しながら、区割りの違いによる課題の把握と整理を

進めてきた。令和３年度以降は、ワーキンググループにおいて、地域担当

職員の配置の必要性や地域にお願いしている類似事業の整理、補助金や交

付金の整理、地域の財源としての一括交付金等について、今後のロードマ

ップを作成し、研究・検討していきたい」と答弁しており、今後の執行部

の取組を注視していく。また、地域の定義については、執行部の整理の結

果をもって、議論を深めていく必要がある。 

 

② 個別テーマ「公共交通」について 

公共交通については、第１分科会として地域の声を丁寧に聞いていくと

ともに、地域の特性を活かした公共交通の在り方を研究していく必要があ

る。湊地区では、予約制かつ無料で運行していた湊地区地域内交通「みな

とバス」が令和３年 10 月から有償化される予定であり、北会津地区では、

「北会津ふれあい号」が令和２年度から冬季のスクールバスの代替として

も運行を開始しており、それぞれの取組が注目される。また、金川町・田

園町では、令和３年２月から４月までダイナミックルーティングバス「Ｍ

ｙＲｉｄｅさわやか号」の実証実験など、新しい取組が行われており、効

果の検証を確認していく。河東地区の「みなづる号」については、他の地

域の取組を参考に利便性の向上を目指すとしており、さまざまな取組の横

展開が期待されるところである。 
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 令和３年度末には市地域公共交通網形成計画の後継である「（仮称）地

域公共交通計画」が策定されるため、第１分科会としても利用者の声が反

映されているか、実態に沿った計画となっているか、広域計画との連動に

より、効果的な運行の仕組みが図られているか、精査していく必要がある

と考える。 

 

３ ＩＣＴと未来社会  

第７次総合計画では、「スマートシティ会津若松」が基本構想の３つの

コンセプトのうちの１つ、「つなぎ続くまちへ」の中の視点に位置づけら

れている。「スマートシティ会津若松」とは、ＩＣＴをさまざまな分野で

活用し、持続力と回復力のある力強い地域社会と、安心して快適に過ごす

ことができるまちづくりを進めていく取組の総称である。「会津若松市ま

ち・ひと・しごと創生総合戦略」においても、スマートシティに関連する

具体的な事業が明記されるなど、市はＩＣＴを活用したまちづくりを進め

ている。 

先進的な取組であるＩＣＴを活用したまちづくりについては、第１分科

会としての論議も不十分であるため、今後、全体的な政策に通じている人

材など専門的知見を活用しながら、知識を深めていく必要がある。また、

インターネットなどの情報通信技術を使える人と使えない人との間に差

が生じないよう、全市的に情報リテラシーを高めていく方法についても研

究していく。さらに、市民にとってのメリット、デメリットは何か、丁寧

に見ていく。 

市では、スマートシティの取組をさらに発展・深化させるべく、令和３

年４月に国の特区指定を目指して「スーパーシティ」へ応募した。特区指

定を受けると、法令の規制改革が行われ、先行的により良い暮らしを実現

していく取組を進めることができると市では考えている。 

こうしたスーパーシティの取組については、民間企業のための事業であ

ってはならない。市民のための事業となっているか、市が、各部各課が主

体性を持って住民の課題解決に臨んでいるのか、個別計画と連動している

か、注視していく。また、スーパーシティは特区であり、法の制約を外し

た取組がなぜ市民の福祉向上につながっていくのか、明確な説明が必要で

ある。 

先端技術を導入することによる後年度負担の在り方や個人情報保護な

どの課題もある中で、スーパーシティの特区指定の如何を問わず、ＩＣＴ

を活用したまちづくりが、さらなる住民福祉の向上につながるものでなけ

ればならないと考えるところであり、今後の取組を注視していく必要があ

ると考える。 
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第２節 討論テーマ②  

行政サービス提供機能の在り方と庁舎等整備の方向性 

具体的な政策課題： 

均衡ある行政機能と住民サービスの在り方について 

～まちの拠点～ 

１ まちの拠点 

庁舎整備については、令和３年２月に基本設計がとりまとめられ、同年

３月に実施設計に着手、同年７月に施工予定者が決定された。今後、令和

４年 10 月に実施設計が完了し、各工種契約、施工が行われ、令和７年３

月に完成予定である。庁舎整備は、新市建設計画に位置づけることで、合

併特例債を活用して事業が行われることとなるが、過去と同じような財政

危機に陥ることのないように、財政状況を鑑みながら事業を注視していか

なければならない。また、令和２年９月に議会が市に提出した「新庁舎整

備に関する提言」の内容が反映された事業となっているか評価していく。

さらに、第７次総合計画と連動しているか、市民意見が反映された市民の

ための庁舎となっているか、注視していくとともに、財政健全化の観点か

ら財源及び実施手法について評価を行う。 

駅前整備や県立病院跡地については、平成 31 年２月定例会において決

議したように、後年度負担に意を用いながら計画すべきであると考える。

整備の目的及び計画の実行性について財政面から注視し、特に県立病院跡

地の利活用については、実施の有無について、委員間の考えの相違もある

ことから、丁寧な検討が必要である。また、まちづくり全体の観点からま

ちの拠点について考えていかなければならない。 
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取組経過一覧 

年 月 日 内        容 

令

和

元

年 

９月４日 

10月16日 

 

11月15日 

12月５日 

12月16日 

12月26日 

□自主研究（前議会からの申し送り事項について） 

□自主研究（財政運営に関する財務部との意見交換、今後の進

め方について） 

□自主研究（行政調査について） 

□自主研究（行政調査について、政策研究セミナーについて) 

□自主研究（行政調査について） 

□現地調査（金川町・田園町住民コミュニティバス運営協議会） 

令

和

２

年 

１月21日 

～22日 

１月24日 

 

１月27日 

 

 

 

 

２月13日 

 

 

５月15日 

６月29日 

 

 

７月21日 

８月６日 

 

８月24日 

10月５日 

10月９日 

10月22日 

 

 

10月22日 

11月９日 

 

11月19日 

 

 

 

 

□行政調査（東京都国立市及び千葉県習志野市＝公共施設マネ

ジメントの取組について） 

□自主研究（行政調査の総括について、政策研究セミナーにつ

いて） 

□政策研究セミナー（関西学院大学大学院経済学研究科・人間

福祉学部 小西砂千夫教授＝今後の国における地方財政に関

する考え方、平成30年度決算から見た「会津若松市の財政分

析」、財政健全化と投資的経費のバランスを図った市債管理の

在り方など） 

□自主研究（政策研究セミナーの総括について、現地調査「金

川町・田園町住民コミュニティバス運営協議会」の総括につ

いて） 

□自主研究（今後の調査・研究の進め方について） 

□自主研究（具体的な政策課題「財政健全化」に関する財政分

析の進め方、具体的な政策課題「住民自治」に関する今後の

方向性について） 

□自主研究（令和２年度の財政運営に係る財務部との意見交換） 

□自主研究（令和２年度における住民自治に関する取組につい

て、行政調査について） 

□自主研究（行政調査について） 

□自主研究（政策研究セミナーについて、今後の日程について） 

□自主研究（政策研究セミナーについて） 

□自主研究（財政運営に関する財務部との意見交換、政策討論

会全体会に向けた中間報告について、政策研究セミナーにつ

いて、具体的政策課題の追加について） 

□政策討論会全体会・中間報告 

□自主研究（具体的な政策課題について、政策研究セミナーに

ついて） 

□政策研究セミナー（山梨学院大学法学部 日髙昭夫特任教授

＝都市自治体における地域コミュニティ組織再編の動向と背

景、伝統的な地域コミュニティ組織である町内会の由来と社

会機能、「行政協力制度」の現状と課題、会津若松市の都市内

分権をめぐる論点、地域コミュニティ政策と市および市行政
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12月３日 

の役割） 

□自主研究（政策研究セミナーの総括について） 

令

和

３

年 

１月15日 

１月26日 

 

 

 

 

２月８日 

２月16日 

４月12日 

４月26日 

 

５月10日 

 

５月12日 

 

５月18日 

６月21日 

７月19日 

□自主研究（政策研究セミナーについて） 

□政策研究セミナー（関西学院大学大学院経済学研究科・人間

福祉学部 小西砂千夫教授＝今後の国における地方財政に関

する考え方、新型コロナウイルス感染症の影響と地方財政、

令和元年度決算から見た「会津若松市の財政」、今後の市債管

理の在り方） 

□自主研究（政策研究セミナーの総括について） 

□自主研究（政策研究セミナーの総括について） 

□自主研究（中間総括について） 

□自主研究（中間総括について、市有財産の管理の在り方に関

する現地調査について） 

□現地調査（市有財産の管理の在り方）⇒新型コロナウイルス

感染症拡大の影響により延期 

□自主研究（市有財産の管理の在り方に関する現地調査につい

て） 

□自主研究（中間総括について） 

□自主研究（中間総括について） 

□政策討論会全体会・中間総括 

 

 



参考資料

具体的な政策課題ごとの経過（令和元年９月～令和３年７月）と今後の取組の方向性

財政分析 公共施設マネジメント

今後の
取組の
方向性

【財政分析】
・今後も、第７次総合計画で示された前期・後期の財政見通しや新市建設計画における財政計画を参考とするとともに、毎年度更新される中期財政見
通しを注視し、国の動向に基づく財源の見通し等を踏まえ、継続的な財政分析と予算審査、決算審査を通した政策サイクルにより、本市財政の持続可
能性について調査研究を進める。特に、令和３年度、令和４年度は新型コロナウイルス感染症の影響を注視していく。
・令和２年10月の第１分科会において、令和４年度以降の新たな市債管理のルールが示された。実質公債費比率を６．０％程度に維持していくことを
目指すとしているが、投資的経費と起債の関係から、具体的には、財務部が示した実質公債費比率を用いた具体的な市債管理方法によって、市債管理
の在り方を注視していく必要があると考える。
・庁舎整備や県立病院跡地利活用、駅前整備などの大型事業や新市建設計画に位置づけられている事業はもとより、新たな事業が発生した際には、後
年度負担の平準化を考慮する必要があると考える。予算審査、決算審査を通して中期財政見通しの範囲内に起債額が抑えられているか、しっかりとコ
ントロールできているか、精査していく。
【公共施設マネジメント】
・市有財産である土地を売却するためには、底地の整理の問題がある。普通財産は総務部が管理しており、行政財産は各所管部が管理しているが、特
に行政財産については、底地が民地のままで課題、問題が整理されていないものもあり、普通財産に移管して多用途への利用、貸し付け、売却ができ
ないものがある。土地の問題が解決されなければ、望ましい利用がされないため、今後、どのように底地の問題を整理していくのか、整理できないと
すれば、どこにその原因があるのか、行政財産の庁内での統一的な管理運営の在り方や底地の整理に関する所管部署の在り方などについて、議会とし
ても研究していく必要がある。また、底地の問題が整理されている土地の場合、貸付や売却等、どのような手法が考えられるのか、さらに、売却益等
がどのように扱われるのか、精査していく。持続可能な財政運営や市民サービスの充実のために、今ある資産をどのように活用していくかという発想
の転換が必要であり、歳入確保の方策についての調査研究を進めていく必要があると考える。
・令和３年２月補正予算として、会津若松地方土地開発公社の解散に伴う残余財産である準備金約４億５千万円が公共施設維持整備等基金に積み立て
られたため、今後は基金の運用の仕方についても注視していく。また、土地の売却益を基金に積み立てるのか、あるいは、一般財源に入れるとすれ
ば、土地の課題解決に関する有効活用がされるのか、精査していく。
令和３年２月定例会における要望的意見や市で実施した公共施設マネジメントの幹部研修の内容を今後、どのように施策に反映させていくのか、注視
していく必要がある。

政策課題 財政健全化

個別テーマ

令和２年
10月以降
の

調査研究
内容

【財務部との意見交換会】（令和２年10月22日）
令和４年度以降の新たな市債管理のルールが示される。実質公債費比率を重視した管理とし、現在の実質公債費比率の水準を維持していくという考え
方の下、各年度の比率が現状と同水準の６．０％程度となることを目安とする。
【実質公債費比率を用いた具体的な市債管理方法】
①実質公債費比率の将来推計及び財政見通しの作成を行い、各年度の比率が現状と同水準の６．０％程度となる公債費の規模を把握する。
②①で把握した公債費の規模を踏まえつつ、各年度の収支均衡が図られる市債発行額を検討する。
③中期財政見通しの公表時に、向こう３年間の市債発行の「目安額」及び向こう７年間の実質公債費比率の推計値を示す。
④毎年度①～③をローリングすることにより、前年度に示した目安額の精度を上げていく。
【財政セミナー】（令和３年１月26日）
関西学院大学大学院経済学研究科・人間福祉学部の小西砂千夫教授による講演。
令和３年度の国の地方財政対策の概要と地方自治体の事務事業及び財政、特に新型コロナウイルス感染症による影響、令和４年度以降の新たな市債管
理のルールに対する見解（本市はブレーキをかけすぎているのではないか）。本分科会で行ってきた、財政分析の観点の表、①１年間の財政収支、②
１年間の償還能力の担保、③中長期の償還能力の担保、④中長期の財政収支のうち、①と④を中心に注視していくこと。

令和３年
２月

予算審査

委員間討議【市有財産の総括的な管理について】
　公共施設マネジメントの取組については、公共施設保全計画に基づき、全ての公共施設の施設カルテを作成し、予防保全と事後保全の対象施設に分類
した上で、事後保全の施設については、各地区でワークショップを実施し、市民の声を聞きながら公共施設再編プラン案の策定に向けて取り組んでい
る。ワークショップにおいては、地域コミュニティの維持と地域の拠点としての公共施設の在り方なども議論されており、地域づくりという視点から
の公共施設の検討がされてきている。また、庁内においては、幹部職員を対象とした学識者による研修会を実施するなど、以前に比べると前進してき
たと感じる。
　一方で、今般の質疑を通して、庁内横断的な組織として市有財産利活用検討委員会や公共施設等総合管理推進会議などがあるものの、土地や公共施
設などの市有財産全体を俯瞰し、その有効活用策を考える総括的な議論が、庁内において進んでいないと感じられる。また、土地については、底地の
問題により、有効活用できていないものもあり、その整理に向けた庁内統一的な管理運営や所管部署の在り方などの課題がある、などの認識が示され
たところである。
　このような委員間討議を通して、土地や公共施設など、市が保有する全ての市有財産に関して、現在の使用方法が最適なのか、より良い活用策はな
いのかなどについて、施設の建て替え時だけではなく、全体最適性の観点から、複数同時並行的に俯瞰的に進めていく必要がある、との分科会として
の合意点を確認した。
要望的意見【市有財産の総括的な管理について】
　現在、市有財産利活用検討委員会や公共施設等総合管理推進会議において、庁内横断的に土地や公共施設などの市有財産の在り方を検討しているが、
既存の施設や土地については、所管部局の意向が尊重されており、俯瞰的な視点からの用途変更や施設の再編、改廃についての検討が不十分である。
市有財産は、収益性の確保や市民の利便性の向上、地域の活性化などの観点から、全体最適性を考え、俯瞰的に方向性を示す必要があると考えるとこ
ろである。
　このようなことから、市有財産の俯瞰的、総括的な管理の在り方について、令和３年度に策定される公共施設再編プランにおいて、方向性を示すと
ともに、市有財産利活用検討委員会や公共施設等総合管理推進会議において、俯瞰的、総括的な視点による全体最適性を最優先とした管理の在り方を
検討するよう、要望するものである。

中間報告
の内容
（令和元年
９月～
令和２年
９月の
調査内容）

【財政分析】
　議会として毎年度本市の財政分析資料を作成。
　令和２年１月に関西学院大学大学院経済学研究科・人間福祉学部の小西砂千夫教授による財政セミナーを開催（13回目）。本市の財政分析と国の地
方財政に関する考え方などについて講演。
　令和２年６月には、財政分析の進め方について確認し、①１年間の財政収支、②１年間の償還能力の担保、③中長期の償還能力の担保、④中長期の
財政収支といった観点に基づく財政分析について理解を深めた。
　執行機関では、平成30年９月に市債管理のルールを見直し、市債管理の対象から臨時財政対策債の発行額及び元金償還額を除外し、市債管理の期間
を平成30年度から令和３年度までの４年間とするとともに、４年間合計で、市債の新規発行額を元金償還額以下に抑えるという考え方を示した。しか
し、社会情勢の変動等により、中期財政見通し等で計画していなかった新たな事業が発生する場合もあり、現在の市債管理のルールを堅持することが
基本であるものの、令和４年度以降の市債管理のあり方については、実質公債費比率や将来負担比率などの指標の活用も含め、さまざまな角度から管
理の手法を見出し、財政健全化とまちづくりに対する財源を確保する視点から、投資的経費のバランスを図った新たな市債管理のルールを検討する必
要がある。
　今後も、第７次総合計画で示された前期・後期の財政見通しや新市建設計画における財政計画を参考とするとともに、毎年度更新される中期財政見
通しを注視し、国の動向に基づく財源の見通し等を踏まえ、継続的な財政分析と予算審査、決算審査をとおした政策サイクルにより、本市財政の持続
可能性について調査研究を進める。
【公共施設マネジメント】
　令和２年１月に東京都国立市及び千葉県習志野市において、「公共施設マネジメントの取組」に関する行政調査を行った。東京都国立市では、技術
的見地から建物保全の優先順位をつけ、施設更新時期が集中することのないように、工事発注時期の平準化に考慮しながら計画を策定しており、それ
らについての職員研修を行うなど、全庁的な取組として進めていた。千葉県習志野市では、財源確保の観点から、基金への積立額を条例で定め、不動
産売払収入と合わせて基金へ積み立てを行うなど、積立のルール化を図りながら取組を進めていた。
　令和元年度一般会計歳入歳出決算の認定に係る審査では、公共施設を論点として審議し、そのキーワードを「土地」ととらえ、その課題・問題を取
り上げた。普通財産の土地と施設は、総務部が管理しているが、行政財産の土地と施設は、各部各課が管理している。特に行政財産の土地について
は、底地が民地のままで課題、問題が整理されていないものもあり、普通財産に移管して多用途への利用、貸し付け、売却ができないものもある。そ
の整理のためには、行政財産の土地に関する庁内での統一的な管理運営や、底地の整理に関する所管部署のあり方などの課題が明らかとなった。
　今後、執行機関において、「公共施設再編プラン」が策定される予定。引き続き、公共施設管理課を中心に行われる公共施設マネジメントの推進等
の取組と総務部を中心とした「土地」の管理運営についての取組を注視していく。

令和２年
10月決算
審査

委員間討議【持続可能な財政運営について】
令和元年度は、４年間の合計で市債を管理するという、市債管理のルールを設定して取り組んできた２年目であるが、中期財政見通しで計画されてい
た事業に加え、新たな事業が発生した際には、事業の優先度を十分見極めた上で、それ以外の事業の実施時期を調整したり、執行段階で調整したりし
ており、財政規律を守って財政運営しているものと評価できる。一方で、令和４年度以降の市債管理のルールについては、今後変更される可能性もあ
り、引き続き、規律を守った財政運営について注視していかなければならない。さらに、今後は厳しい財政運営が続くと予想されるが、持続可能な財
政運営や市民サービスの充実のために、今ある資産をどのように活用していくかという発想の転換が必要であり、歳入確保の方策についての調査研究
を進めていくことが必要である、との分科会としての共通認識に至った。



具体的な政策課題ごとの経過（令和元年９月～令和３年７月）と今後の取組の方向性

地域公共交通

今後の
取組の
方向性

【住民自治】
　住民自治については、地域の拠点となる場所とファシリテーターのような人材の配置が重要であると考える。執行機
関では、地域の拠点については、公民館を中心とした在り方を考えていると答弁しているが、市内中心部などの公民館
がない地域では、どこを拠点とするのか明確ではない。市内中心部については、今後、コミュニティセンターを含め、
どこを拠点とするのが良いのか、議会としても深めていかなければならない。
 地域運営組織の在り方については、部会制をとっている湊地区などの組織体制について調査研究を進めるとともに、地
域運営組織に一定の権限や財源を付与する仕組みについても、調査研究を進めていく。令和３年２月定例会予算決算委
員会第１分科会において、執行部は「自治基本条例に基づく地域の定義については、地域福祉計画であれば第４層、学
区であれば旧小学校区を想定しているが、各個別計画においてはそれぞれの事業目的達成のために地域の区割りを設定
しており、今後、各個別計画における地域の区割りやその有効性を丁寧に確認していく必要がある。令和２年度は、地
域課題解決と地域活性化に向けた庁内ワーキンググループを開催し、町内会や小中学校の学区、民生児童委員の担当区
域、個別計画における地域などを地図上で可視化しながら、区割りの違いによる課題の把握と整理を進めてきた。令和
３年度以降は、ワーキンググループにおいて、地域担当職員の配置の必要性や地域にお願いしている類似事業の整理、
補助金や交付金の整理、地域の財源としての一括交付金等について、今後のロードマップを作成し、研究・検討してい
きたい」と答弁しており、今後の執行部の取組を注視していく。また、地域の定義については、執行部の整理の結果を
もって、議論を深めていく必要がある。
【公共交通】
　公共交通については、第１分科会として地域の声を丁寧に聞いていくとともに、地域の特性を活かした公共交通の在
り方を研究していく必要がある。湊地区では、予約制かつ無料で運行していた湊地区地域内交通「みなとバス」が令和
３年10月から有償化される予定であり、北会津地区では、「北会津ふれあい号」が令和２年度から冬季のスクールバス
の代替としても運行を開始しており、それぞれの取組が注目される。また、金川町・田園町では、令和３年２月から４
月までダイナミックルーティングバス「ＭｙＲｉｄｅさわやか号」の実証実験など、新しい取組が行われており、効果
の検証を確認していく。河東地区の「みなづる号」については、他の地域の取組を参考に利便性の向上を目指すとして
おり、さまざまな取組の横展開が期待されるところである。
　令和３年度末には市地域公共交通網形成計画の後継である「（仮称）地域公共交通計画」が策定されるため、第１分
科会としても利用者の声が反映されているか、実態に沿った計画となっているか、広域計画との連動により、効果的な
運行の仕組みが図られているか、精査していく必要があると考える。

政策課題 住民自治

個別テーマ 自治基本条例と地域内分権

令和２年
10月以降の
調査研究
内容

【住民自治に関するセミナー】（令和２年11月19日）
山梨学院大学法学部の日髙昭夫特任教授による講演。
町内会の由来や社会機能、行政協力制度の現状と課題、会津若松市の区長制度の成り立ちや歴史、地域コミュニティ政
策と行政の役割など

令和３年
２月

予算審査

委員間討議【公共交通について】
　公共交通については、担当部局が丁寧に利用者の声を吸い上げ、地域とともに公共交通の在り方を協議し、国の特別交
付税措置がされる集落支援員制度を活用しながら、さまざまな支援を行っている点は評価できる。一方で、公共交通に
は、交通空白地域や日中の空白時間の解消、料金体系の問題、スクールバスにおける地域公共交通の活用の在り方な
ど、さまざまな課題があり、そうした課題解決のために、ＡＩを活用した先進事例などを積極的に研究することも必要
である。
　また、公共交通として採算性を考えることも重要であるが、利用者の声を聞きながら、外出のモチベーションを上げ
るための仕掛けを作るなど、生活に根差した公共交通となるため、利便性の確保に加え、地域づくりという視点からも
公共交通を注視していかなければならない、などの認識が示された。

中間報告の
内容

（令和元年９
月～
令和２年
９月の
調査内容）

【地域公共交通】
　令和元年12月に、金川町・田園町住民コミュニティバスの現地調査を行い、当該運営協議会との意見交換を行った。
今後も、住民意見の聴取を図りながら、まちづくりと地域公共交通のあるべき姿などについて調査研究を進める。
【自治基本条例と地域内分権】
　住民自治については、地域が担う役割や地域運営組織のあり方、さらに自治基本条例第12条第５項に定める地域の定
義についての調査研究を行っている。地域運営組織のあり方については、他自治体の先進事例に加え、部会制をとって
いる湊地区などの組織体制について調査研究を進めるとともに、公民館を中心とするような拠点のあり方や、地域運営
組織に一定の権限や財源を付与する仕組みについても調査研究を進めていく。

令和２年10
月決算審査

委員間討議【地域自治の推進について】
　地域自治については、平成28年に自治基本条例が制定されて以降、同条例第12条第５項における地域の範囲が明確に定
義付けされていない中で、各部各課の個別計画において地域の範囲の定義が統一されていない現状である。また、受け
皿となる地域でも、組織体制が整理されていない地域もあり、地域活動での役割を分担する際、混乱を招いている状況
がある。こうした状況を受け、令和元年度の一般会計歳入歳出予算の審査では、企画政策部から、地域の拠点について
は、公民館を中心としたあり方を考えており、令和元年度の取組として、庁内の横串検討を行い、それぞれの個別計画
における地域のあり方や組織体制を整理していきたい。また、部会制を導入している湊地域のような事例を横展開して
いきたいと考えている、という答弁があった。しかし、今般の決算認定の審査において、令和元年度における取組状況
を確認したところ、明確な答弁が得られなかった。
　一方、湊地域や北会津地域、河東地域に続き、令和元年度には永和地域や大戸地域でも自治運営組織が設立されてお
り、少しずつその取組が広がってきている。また、北会津地域や河東地域では、地域のサポート役として職員が一緒に
地域の取組を進め、地域内交通である北会津ふれあい号や、みなづる号の利用者増加に向けた改善に地域と一体となっ
て取り組んでいる点は評価できる。今後の地域自治を一層進めるためには、これらの取組を全市に広げていく必要があ
る、との分科会としての合意点を確認した。

要望的意見【地域自治の推進について】
　市内全域で人口減少に伴う課題が顕在化してきている中で、地域が担う役割、地域運営組織のあり方等を整理する必要
があると考える。湊地域、北会津地域及び河東地域においては、地域の団体と行政が一体となって地域の課題に取り組
んでいる。特に、湊地域では、みんなと湊まちづくりネットワークが組織されており、部会制を導入し、大学等とも連
携しながら、地域の活性化に取組、実を結んできている。また、その推進役として、集落支援員が常駐してまちづくり
を行っており、これらの取組を高く評価するものである。
　また、行政からの働きかけにより、令和元年度には、永和地域や大戸地域でも自治運営組織が設立されるなど、地域
自治の推進に向けた取組は徐々に広がってきている。
こうしたことから、自治基本条例に則り、地域自治の推進に向けた取組を全市に広げていくために、その拠点づくりと
人材の配置は喫緊の課題である。そこで、地域の拠点のあり方として、公民館及びコミュニティセンター等を位置づけ
るなど、早急に検討するとともに、地域の持つ潜在的能力を引き出し発揮するために、ファシリテーションスキルを
持った職員や湊地域のような集落支援員等の人材の配置を進めるよう、要望する。さらに、庁内連携により、自治運営
組織の設立や、地域の取組をサポートしていく組織体制を整備するよう、要望するものである。



具体的な政策課題ごとの経過（令和元年９月～令和３年７月）と今後の取組の方向性

ICTと未来社会

庁舎整備 駅前整備 県立病院跡地利活用

【テーマの位置づけと研究の背景の確認】（令和２年11月9日の政策討論会第１分科会）
　第７次総合計画では、「スマートシティ会津若松」が基本構想の３つのコンセ
プトのうちの１つ、「つなぎ続くまちへ」の中の視点に位置付けられている。ま
た、「会津若松市まち・ひと・しごと創生総合戦略」においても、スマートシ
ティに関連する具体的な事業が明記されるなど、市ではＩＣＴを活用したまちづ
くりが進められている。
　さらに、令和２年６月15日の総務委員会協議会において、スマートシティの取
り組みを次のステージに進めるべく、国の「スーパーシティ」構想への応募とい
う考え方が示された。「スーパーシティ」構想とは、国家戦略特別区域法の一部
を改正し、複数分野にまたがる規制改革（緩和）をまとめて行うこととしたもの
であり、ＡＩ（人口知能）などを活用した先端的なサービスを導入することで、
便利で暮らしやすいまちを実現していく構想である。「スーパーシティ」構想で
は、さまざまなデータを分野横断的に収集・整理し提供する「データ連携基盤」
を軸に、地域住民等にさまざまなサービスを提供し、住民福祉・利便性向上を図
るとされている。
　こうしたＩＣＴと関連したまちづくりについては、先進的な取組みであるから
こそ、今後、一つ一つ課題を整理していく必要がある。そうしたことから、具体
的な政策課題に「ＩＣＴと未来社会」を追加し、調査研究を開始することとす
る。

・第７次総合計画では、「スマートシティ会津若松」が基本構想の３つのコンセ
プトのうちの１つ、「つなぎ続くまちへ」の中の視点に位置付けられている。
「スマートシティ会津若松」とは、ＩＣＴをさまざまな分野で活用し、持続力と
回復力のある力強い地域社会と、安心して快適に過ごすことができるまちづくり
を進めていく取組の総称である。「会津若松市まち・ひと・しごと創生総合戦
略」においても、スマートシティに関連する具体的な事業が明記されるなど、市
はＩＣＴを活用したまちづくりを進めている。
　先進的な取組であるＩＣＴを活用したまちづくりについては、第１分科会とし
ての論議も不十分であるため、今後、全体的な政策に通じている人材など専門的
知見を活用しながら、知識を深めていく必要がある。また、インターネットなど
の情報通信技術を使える人と使えない人との間に差が生じないよう、全市的に情
報リテラシーを高めていく方法についても研究していく。さらに、市民にとって
のメリット、デメリットは何か、丁寧に見ていく。
・市では、スマートシティの取組をさらに発展・深化させるべく、令和３年４月
に国の特区指定を目指して「スーパーシティ」へ応募した。特区指定を受ける
と、法令の規制改革が行われ、先行的により良い暮らしを実現していく取組を進
めることができると市では考えている。
　こうしたスーパーシティの取組については、民間企業のための事業であっては
ならない。市民のための事業となっているか、市が、各部各課が主体性を持って
住民の課題解決に臨んでいるのか、個別計画と連動しているか、注視していく。
また、スーパーシティは特区であり、法の制約を外した取組がなぜ市民の福祉向
上につながっていくのか、明確な説明が必要である。
　先端技術を導入することによる後年度負担の在り方や個人情報保護などの課題
もある中で、スーパーシティの特区指定の如何を問わず、ＩＣＴを活用したまち
づくりが、さらなる住民福祉の向上につながるものでなければならないと考える
ところであり、今後の取組を注視していく必要があると考える。

【テーマの設定】
　令和元年度一般会計歳入歳出決算の認定に係る審査を通して、第7次総合計画
に位置付けられている「スマートシティ会津若松」、「会津若松市まち・ひと・
しごと創生総合戦略」、そして新たな事業として取り組みを進める予定の「スー
パーシティ」について課題が明らかになったため、新たな具体的検討テーマとし
て、「ＩＣＴと未来社会」を設定し、今後、調査研究に取組むこととする。

令和２年
10月決算審

査

※委員間討議は無し
主な質疑【県立病院跡地の利活用に関する進捗状況は】
答弁：令和元年度は県立病院跡地利活用に係る基本構想を取りまとめ、市
長と市民との意見交換会を計６回行ってきた。それを受けて、庁内での
利活用の検討を進めている段階ではあるが、令和元年度末に当該土地か
ら有害物質が検出され、県による土壌調査が必要となり、土壌調査の結
果によっては、今後の方向性が変わってくる可能性もあるため、調査の
結果を待っている状況である。

主な質疑【新庁舎整備や県立病院跡地の利活用、会津若松駅前都市基盤整
備等の投資的経費にかかる令和元年度の検討状況及び起債に対する考え方
は】
答弁：大型事業については、それぞれ事業部局の検討に沿いながら、必要
な予算を配分してきた。その結果、新庁舎整備にかかる検討経費や会津
若松駅前都市基盤整備にかかる調査検討経費を予算に計上し、第７次総
合計画の実現に向け、財政運営をしてきた。県立病院跡地については、
県による土壌調査が必要となったため、令和元年度は予算措置をせず、
経過を注視している状況である。
　さらに、それらの大型事業や新市建設計画に位置づけられている事業
については、計画に沿って事業を実現していきたいという思いを持って
取り組んでいるが、一方で、各年度の起債の借入額をコントロールして
いかなければ、後年度負担が大きくなるとも考えている。令和元年度に
ついても、平成30年度に作成した中期財政見通しの範囲内に起債額を抑
えられるよう調整しながら、財政運営を行ってきた。

※委員間討議は無し
主な質疑【スマートシティと一体的に行ってきた第１期まち・ひと・しごと創生人口ビジョン
及び総合戦略の令和元年度の総括は】
答弁：令和元年度はスマートシティＡｉＣＴが開所し、企業誘致が図られたこと
に加えて、ＡｉＣＴの入居企業と地域企業との連携による既存企業の生産性の向
上が図られた。また、地域情報ポータルサイト「会津若松＋（プラス）」を活用
した情報提供や、ＡＩを使った24時間お問合せサービスが開始され、市民サービ
スの利便性向上が図られたところである。さらに、ＡｉＣＴが開所されたこと
で、会津大学卒業生のＡｉＣＴ入居企業への就職やＡｉＣＴ関連のベンチャー企
業の設立が図られるものと期待しているところである。

※委員間討議は無し
主な質疑【スマートシティの取組を踏まえた、スーパーシティ構想に向けた令和３年度の
取組は】
答弁：スマートシティの取組については、アンケート調査を行った際、９割の方
が認知していると回答しており、市民に一定程度、浸透していると認識してい
る。これまで行ってきたスマートシティの取組を継続するとともに、スマートシ
ティの延長上にスーパーシティ構想があると考えており、令和３年度に国に対し
て応募していく。また、各課と調整する中で、個別計画を踏まえながら、スー
パーシティ構想の事業案を作成しており、スーパーシティ構想が認定された際に
は、区域会議の協議の中でより具体的な事業案をまとめていく考えである。スー
パーシティ構想に認定された際には、全庁一丸となって推進していくが、認定さ
れなかった場合でも、スマートシティの取組の中で、規制緩和を伴わずに行える
事業を実施していきたいと考えている。

令和２年
10月以降の
調査研究
内容

令和３年
２月

予算審査

※委員間討議は無し
主な質疑【県立病院跡地における令和２年度の県との協議状況及び令和３年
度の取組の方向性は】
答弁：令和２年度に県が土壌調査を行った結果、病院敷地約２万5,000平
方メートルのうち、10メートル四方に区切った１カ所で有害物質の基準
値を上回ったとのことであり、令和３年度において県が当該箇所の土壌
の除去を実施し、除去後には水質調査を実施するとのことである。これ
を受けて、令和元年度に策定した県立病院跡地利活用基本構想を基に、
庁内各課と協議を行い、基本構想の熟度を高め、令和３年度中には今後
のスケジュールを示していきたい。また、県立病院跡地については、民
間活力の活用も含めて検討していきたい。

今後の
取組の
方向性

・庁舎整備については、令和３年２月に基本設計がとりまとめられ、同
年３月に実施設計に着手、同年７月に施工予定者が決定された。今後、
令和４年10月に実施設計が完了し、各工種契約、施工が行われ、令和７
年３月に完成予定である。庁舎整備は、新市建設計画に位置づけること
で、合併特例債を活用して事業が行われることとなるが、過去と同じよ
うな財政危機に陥ることのないように、財政状況を鑑みながら事業を注
視していかなければならない。また、令和２年９月に議会が市に提出し
た「新庁舎整備に関する提言」の内容が反映された事業となっているか
評価していく。さらに、第７次総合計画と連動しているか、市民意見が
反映された市民のための庁舎となっているか、注視していくとともに、
財政健全化の観点から財源及び実施手法について評価を行う。
・駅前整備や県立病院跡地については、平成31年２月定例会において決
議したように、後年度負担に意を用いながら計画すべきであると考え
る。整備の目的及び計画の実行性について財政面から注視し、特に県立
病院跡地の利活用については、実施の有無について、委員間の考えの相
違もあることから、丁寧な検討が必要である。また、まちづくり全体の
観点からまちの拠点について考えていかなければならない。

政策課題 まちの拠点

個別テーマ

中間報告の
内容

（令和元年９
月～
令和２年
９月の
調査内容）

【均衡ある行政機能と住民サービスのあり方について～まちの拠点～】
　今後、新庁舎整備や県立病院跡地の利活用、会津若松駅前都市基盤整
備など、多額の起債を伴う事業が予定されており、過去と同じような財
政危機に陥ることがないよう、後年度負担の平準化や、バランスの取れ
た行政機能の配置、それぞれの機能のあり方や必要性などについて、予
算審査、決算審査を通して注視していくとともに、調査研究を進めてい
く。


