
日時 令和４年９月２９日（木） １０時００分～

場所 追手町第二庁舎１階 大会議室

会津若松市長
定例記者会見
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あいづまちなかアートプロジェクト２０２２
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１.「あいづまちなかアートプロジェクト２０２２」の開催
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◯概要

・会津の文化資源である「漆」を芸術という視点で広く発信し
ていく「会津・漆の芸術祭」と、会津ゆかりのアーティストの
作品や、本市が収蔵する美術作品等に気軽に触れる機会を提供
する「とまりぎ美術館で待ちあわせ」の同時開催。

・市民の皆さまに芸術を身近に感じて楽しんでいただくイベン
トとして、毎年秋の時期に開催し、今年で10回目。

◯期間 令和４年１０月１日（土）～１１月６日（日） 37日間

◯会場 會津稽古堂、文化センター、歴史資料センターまなべこ、

ギャラリーアブドゥ、松本家蔵、野口英世青春広場 他

１.「あいづまちなかアートプロジェクト２０２２」の開催
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～会津・漆の芸術祭～ 今年の見どころ①

◯会津塗桐下駄プロジェクトの展示

会場：歴史資料センターまなべこ

会津塗技術保存会が制作に挑戦した会津塗の桐下駄を展示。会津に
古くからある地場産品の「漆」と「桐」をマッチングさせ、熟練・
中堅の職人と若手職人が共同で作り上げた会津塗の桐下駄をご覧く
ださい。
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～とまりぎ美術館で待ちあわせ～ 今年の見どころ②
◯「とまりぎ美術館で待ちあわせ」

【第一期】會津稽古堂 10/8(土)～10/12(水)

【第二期】野口英世青春広場＋店舗 10/15（土）～11/6(日)
美術館とは、「作品がある場所」だけ

ではなく、作家や他の誰かと出会ったり、
知らない自分に出会ったりすることがで
きる場所でもあります。また、地域に根
ざした様々な活動に取り組んだり、出会
いや交流を創出したりする、誰かの居場
所にもなりうる場所です。今年は「とま
りぎ」に見立てた美術館が市内に期間限
定で登場します。

第一期では、會津稽古堂において、会
津にゆかりのある10人の作家の作品と、
市収蔵作品を、第二期では、野口英世青
春広場を中心とし、市内店舗で各作家の
作品を展示します。

会津にゆかりのある10人の作家と、市収蔵作品
とのコラボレーションを形を変えながらご紹介
します。 6



～とまりぎ美術館で待ちあわせ～ 今年の見どころ③

◯『子どもたちとアーティストによる特別企画

－湊中学生が炭を使ったアート作品制作に挑戦－』

会場：會津稽古堂 湊中学生が炭を使ったアート
作品制作に挑戦しました。湊
中学校の全生徒２５名とアー
ティストの佐藤香さん、上越
教育大学の伊藤将和先生が、
湊地域で修復した炭窯で作っ
た炭を使い巨大な絵画作品を
制作しました。

「とまりぎ美術館で待ちあわせ」第一期に會津稽古堂でご覧いただけます。

※各会場では、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策を講じております
ので、ご協力よろしくお願いします。 7



手続きナビシステム運用開始について
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２.手続きナビシステム運用開始について

書かない

待たない

迷わない

引越しのオンライン事前申請が便利になります
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◯概要

皆様が市役所窓口で引っ越し等にかかる各手続きを行なう際、
手書きによる申請書記入を省略する、窓口における利便性向上
を目的としたサービス「手続きナビシステム」を開始します。

◯開始時期 令和４年10月３日（月）

◯対象手続 転入・転居・転出届及びこれらに関連する

国民健康保険、後期高齢者医療保険、

子ども医療費、児童手当 等

◯申請窓口 市民課、国保年金課、こども家庭課、

各支所・市民センターの11箇所

２.手続きナビシステム運用開始について
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【行政】 “書かない”行政手続きナビ
＜参考＞オンライン申請システム相関図 （国ぴったりサービス・市手続きナビシステム・市申請管理システム）

例

インターネット系 LGWAN系 DMZ（新設） 基幹系

国)ぴったりサービス
介護･子ども関係25申請

申請データ
ダウンロード

連携サーバ 市）申請管理
ｼｽﾃﾑ

住民記録

税関連

国保・年金

シリアル番号

LGWAN系システム

2025年度
基幹系標準化
対象20業務

転入・転出・転居
に係る各異動届出
導入予定所属
市民課
国保年金課
こども家庭課
各支所市民センター

基幹系申請連携

介護

子育て

連携サーバセキュアＧＷ
団体内統合宛名

システム

①申請者やその
家族等の個人
情報を要求

副本DB
ID紐付
ﾃｰﾌﾞﾙ

ｵﾌﾟﾄｲﾝ
情報

③個人情報
を返信

障がい

健康管理

後期高齢

戸籍等

選挙

就学

都市ＯＳ
会津若松＋

母子健康
情報サービス
など

インター
ネットで
自宅から
事前申請

マイナン
バーカー
ドで個人

認証

導入予定所属
市民課・国保年金課

こども家庭課
各支所市民センター

〇来庁する場合
事前申請なし

〇来庁する場合
事前申請あり

二次元

コード

〇来庁しない場合
マイナンバー

カード

住
民

②ｵﾌﾟﾄｲﾝ情報を参照し、連携可能ならば、
IDを宛名番号に変換し、団体内統合宛
名ｼｽﾃﾑの副本DBから情報取得して返信

市）手続きﾅﾋﾞｼｽﾃﾑ市）手続きﾅﾋﾞ

行政の個人情報が
必要な場合

※DMZ…DeMilitaraizud Zone
「非武装地帯」「緩衝地帯」

行政保有情報を申請起票時に活用
書かせないオンライン申請が実現

※セキュアGW…Secure GateWay
ネットワーク同士で安全にデータをやり取り
する中継機器

本人同意
（オプトイン）

市）手続きﾅﾋﾞ

転出・転居

＋

手続きナビ
システム

【参考】
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（１）申請書の事前作成サービス

「窓口での応対時間を削減できるサービス」

２.手続きナビシステム運用開始について

手続きのガイダンス
（省略も可）

申請情報入力 QRコード発行

来
庁

QRコード読み込み

市
役
所
窓
口

本人確認 申請書完成！

自宅からスマートフォン・パソコンで事前に申請情報を入力。来庁し本人確認。

自

宅

・皆様がご自宅等からスマートフォンやパソコンで事前申請を行ない、二次元コード（QRコード）を発行

・対象者本人はその二次元コードを持参し、窓口で読み込み、本人確認をして各申請書類を作成
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（２）来庁時申請書作成サービス

「スマートフォンが利用できない人でも申請が

受付できるサービス」

２.手続きナビシステム運用開始について

・職員が窓口に設置したタブレットで聞き取りをし、来庁者（申請者）の本人確認をして、

各申請書類を作成

職員様と対面で
手続きのガイダンス 本人確認

ゆびナビぷらす上で
申請書を作成

市
役
所
窓
口

窓口システムと一体。窓口で受付可能。

別途受付用の端末で実施
申請書完成！
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◯今後のスケジュールについて

令和４年10月

転入･転居･転出、これら届出に関連する

33手続きを11箇所で開始

令和５年３月

端末と業務を追加し、59手続きを

22箇所で開始予定

２.手続きナビシステム運用開始について
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２.手続きナビシステム運用開始について

書かない

待たない

迷わない

引越しのオンライン事前申請が便利になります

是非、ご利用ください
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新型コロナウイルス
全数届出見直しについて
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全数届出見直しに伴う変更点ついて
※県作成資料

○主な変更点（※市民生活に影響があるもの）
⑴ 発生届対象者を①65歳以上の方 ②入院を要する方
③重症化リスクがあり、コロナ治療薬の投与又は酸素投与
が必要な方 ④妊婦の方 に限定する。

⑵ 発生届対象外（上記以外）の方は、基本的に自宅療養と
なる。

⑶ 発生届対象外の方は、自身で健康管理を実施する。
⑷ 発生届対象外の方で、健康相談等の支援を必要とする方
は、自ら県フォローアップセンターへ相談を行う。

⑸ 発生届対象外の方で、自宅療養中に症状悪化等した場合
は医療機関を受診してもらう。

⑹ 医療機関や保健所で療養証明書の発行は行わない。
⑺ 新規陽性者数の公表が市町村単位から「各保健所」
「陽性者登録センター」に変更。

【市における新規陽性者数の公表について】
県が公表する新規陽性者数について、９月27日（火）公表分より、保健所単位（医療機関所在地別）で集計すること

となったことから、市ホームページに掲載する新規陽性者数の情報を「会津保健所管内」及び「県内」に変更しました。
なお、会津保健所管内の感染状況に基づく傾向や感染対策などについて、週１回程度ホームページでお知らせを行い、

感染拡大防止に努めてまいります。 17



新型コロナウイルス
ワクチン接種について
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オミクロン株対応ワクチン接種について

接種対象者 初回接種（1・2回目）が完了した
12歳以上で、最後の接種から
5か月が経過している方

使用するワクチン 従来株とオミクロン株に対応した
2価ワクチン
・ファイザー社（12歳以上）
・モデルナ社（18歳以上）
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オミクロン株対応ワクチン接種について

予約開始：９月27日（火）～
接種開始：10月1日（土）

①４回目接種がまだの方
（60歳以上や基礎疾患等のある方（12～59歳）で、
４回目の接種券がお手元にある方
②３回目接種がまだの方
（３回目の接種券がお手元にある方）

【現在、予約できる方】
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実施体制と予約方法について

【実施体制（接種会場）】
・個別接種 32医療機関
・集団接種 市内民間施設

（ホテルニューパレス/アピオスペースなど）
※日時は決定次第、市ホームページ等でお知らせします

【予約方法】 オンライン又はコールセンター

（お願い）
接種券がお手元にある方は、早めの予約・
接種をご検討ください
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その他
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