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は  じ  め  に 

 　 この「会津若松の市政」は､本市の市政全般にわ

 たる主要事項を掲載したものです｡

　 本書を通して、本市の現況と市政の概要をご理解

 いただければ、幸いに存じます。

　 なお、本書の発行にあたり、貴重な資料の提供な

 ど、ご協力をいただきました関係各位に対し厚く御

 礼申し上げます。

  　平成２８年９月

                         　　会津若松市議会事務局　
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○ 市 章

                                           

                                       　　　

　　　　　　　　　　　　（昭和2年4月26日制定）

明治戊辰の戦役でその名をはせた会津藩の旗印や、白虎隊士

など会津藩士の肩章として使われていた「會」の字をデザイン

化したものである。

会津若松市の歴史と伝統の重みを表すとともに、市民の融和

を表徴している。
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○ 会津若松市民憲章

前文   

　会津若松市は､会津の中心都市としてながい歴史と伝統につちかわれて

発展してまいりました｡

　会津若松市民は、明治戊辰百年を迎えて先人の偉業をしのび、よりよい郷

土を築くために平和・創造・繁栄の三つの誓いをたて、市民の歩む道しる

べとして市民憲章を制定しました。

　私たち市民は、責任と誇りをもった市民意識の上に立って、会津若松市を

民主的な近代都市として大きく前進させるために、具体的目標を定め、心を

あわせて、これを実践するよう努めるものであります。

一、親切をつくし 住みよいまちをつくりましょう

一、きまりを守り 明るいまちをつくりましょう

一、健康で働き 豊かなまちをつくりましょう 

一、環境をととのえ 美しいまちをつくりましょう 

一、自然と文化財とを愛し ゆかしいまちをつくりましょう

一、教養を高め 文化のまちをつくりましょう 

                           （昭和43年 5月 3日制定）
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○ 会津若松市の花・木・鳥

・ 「あおい」（タチアオイ） 

　

・ 「アカマツ」

　　　

・ 「かっこう」

　　

iv

戊辰百年祭の記念行事の一環として一

般市民から公募し、多年草の草花で、真紅

白などの花を咲かせ、開花期も長く会津

地方にたくさん見られる花で、市民とも

ゆかり深いことから選定されました。    

（昭和 42 年 8 月 3 日制定）

市制 80 周年記念事業の一環として一般

市民から公募し、気候風土に合い、今後と

も親しみ愛される樹木であること、アカ

マツは「若松」が「若い松」とも読み替える

ことができるということから選定されま

した。

（昭和 54 年 9 月 22 日制定）

鶴ケ城築城 600 年まつり記念事業の一

環として一般市民から公募し、春を告げ

る鳥で親しみやすく、声がきれいである

ことから選定されました。

（昭和 59 年 10 月 1 日制定）



  

○ ｢核兵器廃絶平和都市宣言｣

　核実験、核兵器の使用が人類を破滅に導くことは必至であり、その唯一最

大被害者たる日本国民は、凄惨な原爆災痕を世界各国に認識せしめてきた

のである。

　しかしながら、今日なお世界の動きは、核兵器の製造、実験が繰りかえさ

れ、国際情勢も極度に緊張を加え、核戦争の危機をはらんでいることはまこ

とに憂慮すべきことである。

　私たちはこのような、人類を脅かす核実験、核戦争の禁止を求め、人類の

幸福と平和を念願するものである。

　ここに会津若松市は日本国憲法の平和精神に基づいて、核兵器の廃絶を

誓う全世界の人々と相携え、永久平和確立のため「核兵器廃絶平和都市」で

あることを宣言する。 　   　　　　　（昭和 60 年 8 月 6 日告示）

  
○ 「がん撲滅都市宣言」

　わが国の平均寿命は、日常生活の向上と医学の進歩により急速な伸びを

示し、世界一の長寿国となった。

　しかし、このような医学の飛躍的な進歩にもかかわらず、がんによる死亡

率は、年々高まるばかりであり、当会津若松市においてもその例外ではない。

　このがんを撲滅させるためには、市民一人一人が自らの日常における健

康管理と早期発見・早期治療に対する意識の高揚が肝要である。

　このようなことから会津若松市は、がんによる死亡者を絶滅させるため、

検診体制の充実と市民意識の高揚を促す施策を強力に推進する「がん撲滅

都市」であることを宣言する。     　　　 （平成元年 9 月 2 日）

○ 「健康スポーツ都市宣言」

　私たち会津若松市民は、生涯にわたり、健康づくりを進め、スポーツに親

しみ、みんなが生き生きと暮らせる明るい豊かなまちをつくるために、ここ

に「健康スポーツ都市」を宣言します。

一、  自分にあった体力づくりに心がけ、たくましい心と体をつくりま

　　　しょう。

一、  私たち一人ひとりがスポーツを楽しみ、健康で明るい家庭をつく　

　　　りましょう。

一、  子どもからお年寄りまで健康の輪を広げ、明るい潤いのあるまち

　　　を築きましょう。           　　　   （平成 6 年 8 月 28 日）
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○ 「男女共同参画都市宣言」

　美しい自然と確かな歴史、豊かな文化に恵まれた会津若松市の市民とし

て、誇りと自信を持ち、男女の平等を基本理念に、「男女共同参画都市」を宣

言します。

一、　わたしたちは、性別にとらわれず、ひとりひとりの人権が尊重され、

　　　個性と能力が生かせる会津若松市をめざします。

一、  わたしたちは、お互いを認めあい支え合って、あらゆる分野に男女

　　　が共同で参画でき、いきいきと暮らせる会津若松市をめざします。

一、  わたしたちは、共に手をとりあい、かけがえのない地球の環境を守

　　　り、平和で豊かな会津若松市をめざします。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成 1 2 年 2 月 2 7 日）

○ 「暴力追放都市宣言」
　暴力のない、安全で安心して暮らすことのできる会津若松市の実現は市

民共通の切なる願いであります。

　しかし、法秩序を無視した暴力行為は一層増加する傾向にあり、我々市

民の日常生活に不安と脅威を与えております。

　平穏な日常生活と安全を守るため、市民総ぐるみで暴力行為を認めな

い地域づくりに努め、すべての暴力を排除していかなければなりません。

　今こそ、社会秩序を乱す暴力団等の組織暴力はもとより、暴走行為を含

むあらゆる暴力行為を追放するため、市民と警察をはじめとする関係機

関・団体との連携を強化し、総力をあげて粘り強い運動を展開すること

により、「安全で明るく住みよい都市」の実現をめざし、ここに会津若松

市を「暴力追放都市」とすることを宣言します。

（平成 1 4 年 11 月 22 日）

vi
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◆沿 革

　本市は、四方を険しい山々に囲まれた、会津盆地

の東南に位置する旧会津松平家の城下町である。自

然景観に恵まれた山紫水明の地であり、その地理的

特性もさることながら、歴史的にも古く、名所旧跡

も数多い。古文書や伝承によれば、古くから独自の

文化圏を形成していたことも推察され、今後の、専

門家による本格的な調査・研究が強く望まれている

ところである。

昭和39年、市内一箕町にある大塚山古墳の発掘調

査が行われ、その結果、形状は、「柄鏡式前方後円

墳」で 4世紀後半に造営されたものという調査報告

がなされている。勿論それ以前の縄文期の土器など

も数多く出土しているが、この調査により、当時既

に国家的形態を伴う有力な部族の長が存在したこと

や相応の経済的基盤も確立していたことが明らかに

された。また、その出土品の中に「彷製三角縁神獣

鏡」が含まれ、その鏡が主に岡山県地方に多く出土

するものと全く同じ鋳型で作られていることから、

大和朝廷を中心とする畿内勢力とも何らかの交渉が

あったことも判明している。

「会津」の地名の起こりは、崇神天皇の頃の四道

将軍派遣に由来するといわれている。諸説あるもの

の、記紀の伝承によれば、四道将軍のうち、大彦命

は北陸方面へ、そしてその子の武渟川別命は東山道

方面の経営に遣わされたとあり、その親子が出逢っ

た所が「相津」とされ、後に「会津」となったとい

われている。ちなみに「津」とは、湖や沼地の多い

所、河川の合流点という意味がある。当時の会津

は、畿内からみれば辺境の地であり、中央の文献に

記述が少ないとしても当然のことといえよう。

また、当地が「仏都会津」と称されていることも特

筆すべきであろう。９世紀の初め、高僧徳一が会津入

りして大寺（現磐梯町）に慧日寺を建立し、空海や最

澄と激烈な法論を展開したことは有名な史実である。

更に、地元の古文書には大和政権が仏教を国教として

認知する前に、既に会津の地にも仏寺が建立されてい

たという記録も残されているほどである。

◆武家支配と鶴ケ城  

　 会津の中世から近代に至る歴史は、その位置づけ

において特異なものがある。即ち、いわゆる中央と

地方（奥州）との政治勢力のきっ抗する一大拠点と

して、時流に翻ろうされ、その盛衰の様は文字どお

り一大叙事詩とさえいうべきものがある。従って、

鶴ケ城の軌跡をたどることによりおのずと会津の歴

史も浮き彫りになってくる。

まず、武士団による会津支配は葦名氏に始まる。

葦名氏は、源頼朝による鎌倉幕府開設に功あったと

される三浦一族の末えいであるが、直盛の代に小高

木舘を築いたのが築城の始まりである。その後、黒

川城を経て近代的な築城に本格的に着手したの

は、1589年葦名氏が伊達政宗に滅ぼされ一年余の伊

達支配の後に、伊勢松阪から会津入りした蒲生氏郷

である。

　氏郷の会津入りは豊臣秀吉の命で、奥州仕置後の

伊達氏牽制が目的であったとされている。氏郷は従

来の黒川城を大改修することにより軍事的拠点の強

化を図り、更に当地を出生の地にちなんで「若松」

と改名し、後世に残る城下町の再編・整備を行った

とされている。黒川城を新たに「鶴ケ城」と命名し

たのもこのときのことであるが平山城の七層の天守

閣は会津の地にその威容を鼓舞するに十分であった。

その後、上杉景勝の所領となったが、重臣直江兼

続が石田三成と結び徳川家康に対抗しようとしたこ

とから領地替えとなり、再び蒲生氏郷の子秀行の居

城となった。

1627年に｢賤ケ岳七本槍｣で有名な加藤嘉明が伊予

松山から会津に入り、その子の明成が大地震で傾い

た天守閣を五層にし、現在の城割を行うなどした

が、重臣との間に不祥事があり、保科正之が新たに

会津入りすることとなった。

保科正之は、二代将軍秀忠の第四子、三代将軍家

光の異母弟である。以後、三代正容の代に将軍の命

により松平姓と葵の紋を用いることが許されること

になる。藩祖正之は、稀にみる学才の徒であり四代

将軍家綱の補佐役として非凡な才能を駆使したばか

りでなく、藩政面でもその卓越した指導力を十分に

発揮している。正之自身は政務のため江戸滞在が多

かったが、歴代藩主が内紛で自滅したケースが多い

ことを考えると実に対照的である。

藩祖正之の、徳川家に対する絶対的な忠誠心と儒

学あるいは神道を基礎とする学風は、やがて藩校日

新館に受け継がれ、九代容保の代に会津を焦土と化

す大戦乱に遭遇するに至って、会津における武家支

配は完全に終えんをみるのである。ちなみに、戊辰

戦争の敗戦により鶴ケ城が取壊しとなったのは、明

治新政府に対する不平士族の武装ほう起が相次ぐ

1874年(明治7年)のことであった。

◆会津若松市の誕生

  本市が県内初の市制を施行したのは明治 32年4月

1日のことである。戊辰戦争の極度の混乱と荒廃の

中で、また会津藩が下北半島の斗南藩に移封され、

筆舌に尽くしがたい辛酸の後に得た貴重な代償で
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あった。市制・町村制の法律施行以来、10年後のこ

とである。

 明治期における全国的な反政府的気運は本市も例外

たることを許さず、自由民権運動家による啓もうと

弾圧の歴史は市内の「清水屋事件」などに象徴され

るように事例も数多い。いわば近代国家へ脱皮する

ための過渡期でもあったわけである。昭和 30年 1月

1日、近隣 7カ村と合併し、市名も若松市から「会

津若松市」と改め、名実ともに会津の中核都市とし

て生まれ変わった。

 それから、約半世紀、平成の大合併の機運が高まる

中で、本県においても新たな自治体再編の動きが出

てきており、県内で初めて平成 16年 11 月 1日に北

会津村を編入合併した。さらに、平成 17年 11 月 1

日には河東町を編入合併したところである。

◆将来に向けて

　本市は、明治 32年に福島県内で最初に市制が施行

され、平成 11年4月に市制施行百周年を迎えた。こ

の記念すべき節目に向け、平成 8年 10月には市制百

周年記念事業実行委員会により百周年記念事業基本

構想と基本計画が策定され、シンボルイベント事

業、地域イベント事業、記念式典事業等各種事業を

展開したところである。

  また、昭和 61年 10月の会津鬼怒川線、62年 7月

の第三セクターによる会津線の開通をはじめ、平成

5年 3月には福島空港が開港し、さらに平成 9年 10

月には太平洋側（いわき市）と日本海側（新潟市）

を結ぶ磐越自動車道が全線開通し、首都圏との時間

的距離の短縮と東西方向との結びつきの強化が期待

されている。

  教育面では、平成 5年 4月にコンピュータ理工学

部を持つ 4 年制の会津大学が開学し、また、平成 9

年 4月には大学院も設置され、産学官の研究・開発

協力や新時代に対応できる情報技術の再教育など大

きな期待が寄せられている。

　平成 11年9月には、本市の将来に向けて、自治体

としての確固たる基盤づくりと新たな飛躍を遂げる

ための道筋として「現在の財政状況」、「行政のス

リム化の考え方」、「73項目の施策の再点検にかか

る現状と今後の考え方」について報告されるととも

に、今後のまちづくりについて一定の方向性が示さ

れたところである。

  近年、市税及び地方交付税の大幅な落ち込みや地

方分権の進展により、かつてない危機的な財政状況

に直面し、平成 15年 8月「行財政再建プログラム」

を公表し、平成 18年度までの3カ年を再建期間と位

置づけ、人件費の削減や内部管理経費の縮減など、

さまざまな行財政改革に取り組んできたところであ

る。今後も、限られた財源のなかで、効率的な行政

運営を図ることが求められている。

  また、平成 18年 12 月には、合併後の新市として

魅力ある「会津若松市」を築いていくための指針と

なる「第 6次会津若松市長期総合計画」を策定し、

本市の魅力を最大限に生かしたまちづくりを目指し

ているところである。

　平成 23 年 3月 11日には三陸沖を震源とするマグ

ニチュード 9.0の地震により当市は震度５強を観

測。この震災による福島第１原子力発電所の事故の

ため双葉郡大熊町役場機能が追手町第２庁舎（旧県

立会津学鳳高校）へ移転、現在も、多くの大熊町民

が本市にて避難生活を送っている。

　本市は震災そのものによる被害は比較的軽微で

あったものの、放射線による健康への懸念や風評被

害による観光・農業等の基幹産業に大きな影響を受

け、これらを払拭するための取り組みが進められて

きた。

　そのような中、平成 25年にはＮＨＫ大河ドラマ

「八重の桜」放送により、多くの観光客が本市を訪

れ、平成 27年には鶴ケ城天守閣再建 50周年を迎え

た。

　現在、スマートシティ会津若松を標榜したさまざ

まな取り組みをはじめ、会津若松市まち・ひと・し

ごと創生人口ビジョン及び総合戦略に基づき、震災

からの復旧・復興、風評の払拭に継続して取り組ん

でいるところである。
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本市は、福島県の西部会津盆地の東南にあり、東

京から約 300Km、県都福島市から約 100km の距離に

ある。東は猪苗代湖を境とし、南は布引山・大戸岳

を境とした諸山岳が壁をなし、西は会津平坦部を縦

断する宮川を境とし、北は日橋川を境としている。

（市役所庁舎は、おおむね東経 139度 55分 47秒、

北緯37度 29分 41秒に位置）

　本市の市域面積は 382.99㎢であり、また、地形

は、東西に 20.5㎞、南北に 28.9㎞、海抜は 218.32

ｍであり、東西に短く、南北に長い地形になってい

る。

　市域のうち山林面積が約45％を占め、地域の北西

にある市街地は、中心を湯川が流れ、東から西へ緩

やかな傾斜をなしている。地質は、主に石英安山岩

で、沖積層からなっている。

　気候は、内陸盆地特有の複雑な様相を示し、冬期

は日本海側の気候となり好天が少なく降雪量が多

く、夏期は太平洋側に近い気候を示すものの、春秋

にはこれに内陸型の気候条件が加わり、日中と夜間

の気温差が激しくなっている。

　平年の日最高気温（8月）は 30.6℃、日最低気温

（1月）は-3.7℃で、年間降水量は1,213.3mm、年間

日照時間は 1,613.2 時間、年間降雪量は 478cm と

なっている。

◆合併の経過

 ● 明治32年4月1日（若松市制施行）

・面積                 5.75㎢

・人口               30,488人

 ● 昭和12年4月1日(北会津郡町北村の一部を合併)

・合併後の面積         6.42㎢

・合併後の人口       48,234人

 ● 昭和26年4月1日(北会津郡町北村を合併)

・合併後の面積        11.82㎢

・合併後の人口       62,509人　

 ● 昭和30年1月1日(北会津郡高野村、東山村、門田

村、神指村、一箕村、大戸村、湊村を合併)

・合併後の面積       284.81㎢

・合併後の人口       95,979人

 ● 昭和30年4月1日(大沼郡本郷町小谷集落を合併)

・合併後の面積       286.26㎢

・合併後の人口       96,146人

  ※ 平成2年度の国勢調査に基づく総務庁統計局

による推定面積として286.38㎢となる。

● 平成12年2月1日(猪苗代湖の境界が確定したこ

とに伴う市域面積の増)

・境界確定後の面積   315.28㎢

● 平成16年11月1日(北会津郡北会津村を合併)

・合併後の面積       343.46㎢

・合併後の人口       123,718人

● 平成17年11月1日(河沼郡河東町を合併)

・合併後の面積       383.03㎢

・合併後の人口       131,329人

 ● 平成27年1月1日面積　382.99㎢（測量方法変更
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◆地目別土地面積　

（各年１月１日現在 単位：㎢ ただし鉱泉地は㎡）

区分 　28年 　27年 　26年

総面積 382.99 382.99 383.03

田 59.22 59.30 59.42

畑 14.36 14.39 14.45

宅地 22.43 22.39 22.25

鉱泉地 (126) (126) (126)

池沼 29.17 29.17 29.17

山林 169.87 169.87 169.97

原野 7.74 7.76 7.80

雑

種

地

ゴルフ場用地 1.45 1.45 1.86

鉄道用地 0.68 0.68 0.68

その他 20.98 20.89 20.35

小計 23.11 23.02 22.89

その他 57.09 57.09 57.08

◆人口及び世帯数　　　 (各年10月 1日現在)

年
 世帯数

 (世帯)

人口（人）

男 女 計

Ｔ9 6,977 22,587 22,905 45,492

Ｓ 30 18,943 47,003 50,882 97,885

Ｓ 50 31,402 50,882 57,768 108,650

Ｓ 60 38,078 55,827 62,313 118,140

Ｈ 2 39,661 56,423 62,657 119,080

Ｈ 7 41,995 57,101 62,539 119,640

Ｈ 12 43,347 56,516 61,602 118,118

Ｈ 17 45,391 58,067 64,181 122,248

Ｈ 22 47,891 59,854 66,366 126,220

Ｈ 27 49,305 59,171 64,914 124,085

＜参　考＞会津若松市＋北会津村＋河東町

Ｈ7 46,126 65,606 71,459 137,065

Ｈ 12 47,638 64,897 70,518 135,415

Ｈ 17 47,905 62,443 68,946 131,389

※各年、国勢調査による数値

※Ｈ22は国勢調査確報による数値

※Ｈ27は国勢調査速報による数値

 ● 人口及び世帯数の推移 

※国勢調査による数値（各年10月１日現在）

※平成27年は国勢調査速報による数値

◆人口動態

 ● 社会動態 　 　　　　　　　　　　(単位：人)

区分 27年 26年 25年

転入

男 1,978 2,060 2,080

女 1,716 1,695 1,752

計 3,694 3,755 3,832

転出

男 2,182 2,223 2,230

女 2,009 1,813 2,019

計 4,191 4,036 4,247

社会

増減

男 ▲204 ▲163 ▲150

女 ▲293 ▲118 ▲267

計 ▲497 ▲218 ▲417

 ● 自然動態　　　　　　　　　　　　(単位：人)

区分 27年 26年 25年

出生

男 470 504 503

女 471 469 444

計 941 973 947

死亡

男 772 718 783

女 733 785 753

計 1,505 1,503 1,536

自然

増減

男 ▲302 ▲214 ▲280

女 ▲262 ▲316 ▲309

計 ▲564 ▲530 ▲589

※現住人口調査による数値
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●年齢・男女別人口　　平成２８年４月１日　住民基本台帳による数値　121,802人 (男　58,028 人　女　63,774人)

◆ 産業（大分類）別就業人口（15歳以上就業者）　　　　　　　　　　　　平成22年 10月 1日現在 
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男 女 総　数 構成比（％）

　　 総　　　　数 31,416 26,082 57,498 100.0

　Ａ　農業・林業 1,797 1,339 3,136 5.5

　Ｂ　漁業 1 0 1 0.0

小　　　　計 1,798 1,339 3,137 5.5

　Ｃ　鉱業・採石業・砂利採取業 6 5 11 0.0

　Ｄ　建設業 3,813 665 4,478 7.8

　Ｅ　製造業 6,144 3,548 9,692 16.9

小　　　　計 9,963 4,218 14,181 24.7

　Ｆ　電気・ガス・熱供給・水道業 577 72 649 1.1

　Ｇ　情報通信業 315 232 547 1.0

　Ｈ　運輸業・郵便業 1,897 293 2,190 3.8

　Ｉ　卸売・小売業 4,907 4,853 9,760 17.0

　Ｊ　金融・保険業 601 707 1,308 2.3

　Ｋ　不動産業・物品賃貸業 366 340 706 1.2

　Ｌ　学術研究、専門・技術サービス業 708 386 1,094 1.9

　Ｍ　宿泊業・飲食サービス業 1,541 2,738 4,279 7.4

　Ｎ　生活関連サービス業・娯楽業 896 1,455 2,351 4.1

　Ｏ　教育・学習支援業 1,344 1,428 2,772 4.8

　Ｐ　医療・福祉 1,729 5,185 6,914 12.0

　Ｑ　複合サービス事業 275 169 444 0.8

　Ｒ  サービス業（他に分類されないもの） 1,986 1,099 3,085 5.3

　Ｓ  公務（他に分類されないもの） 1,337 498 1,835 3.2

小　　　　計 18,479 19,455 37,934 65.9

　　　Ｔ　分類不能の産業 1,176 1,070 2,246 3.9

第
一
次

第
二
次

第
三
次

8 7 3 86

4 05 1 ,2 6 3

1 ,2 1 1 2 ,5 8 6

1 ,9 8 8 3 ,5 9 1

2 ,6 4 8 3 ,9 0 8

3 ,0 2 3 3 ,6 3 9

4 ,7 5 2 4 ,9 3 9

4 ,4 6 8 4 ,6 1 8

4 ,1 5 7 4 ,2 7 7

3 ,8 9 9 4 ,0 1 3

3 ,7 1 0 3 ,8 4 2

3 ,9 8 3 3 ,9 6 1

3 ,6 3 8 3 ,4 3 6

3 ,2 6 7 3 ,1 0 5

2 ,9 8 6 2 ,8 0 9

2 ,6 7 6 2 ,6 9 6

3 ,0 9 4 3 ,1 3 2

2 ,9 4 7 2 ,7 7 5

2 ,6 5 6 2 ,5 0 8

2 ,4 3 3 2 ,2 9 0

95歳以上

90～94歳

85～89歳

80～84歳

75～79歳

70～74歳

65～69歳

60～64歳

55～59歳

50～54歳

45～49歳

40～44歳

35～39歳

30～34歳

25～29歳

20～24歳

15～19歳

10～14歳

5～9歳

0～4歳
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西暦 元号 月日 で　　き　　ご　　と

1889

1890

1893

1898

1899

1902

1904

1905

1906

1908

1909

1911

1912

1913

1914

1915

1916

1917

明治22

23

26

31

32

35

37

38

39

41

42

44

45

大正2

3

4

5

6

4. 1

2.  

4. 3

7. 1

4. 4

4.  

12.  

4. 1

6. 4

6.16

7.15

7.26

1. 1

5. 1

9.28

1.20

2.11

4.15

5.18

6.12

8.15

5. 2

11. 1

6.26

12. 1

5. 1

7.14

5.25

8.27

10.31

4.  

11. 1

8.  

12.25

4.20

4.21

若松町制施行(町村制施行により83町が合併し福島県北会津郡若松町となる) 

当主である松平容大により、鶴ヶ城が陸軍省から払い下げられる

（当時の価格で2,000円）

私立会津中学校開校（翌年県知事管理に移管、会津尋常中学校と改称。明治34年

県立移管、福島県立会津中学校と改称）

第１回衆議院議員総選挙

私立若松幼稚園、甲賀町に開園

私立会津女学校、甲賀町に開校(福島県女子中等教育の最初)

会津漆器徒弟学校、馬場上四之町に開校

若松市制施行（福島県で最初の市となる。この年の人口3万488人）

初の市会議員3級選挙（6月5日2級、6月6日1級選挙。各級定数10人、任期6

年、3年ごと半数改選）

初の市会開会。初代議長に林賢藏当選

岩越鉄道山潟－若松間開通。郡山－若松間全通

秋山清八、初代若松市長に就任

会津電力株式会社開業。市内に点灯

竪三日町から出火し360余戸焼失

市内に大暴風雨。湯川増水し、新横町、川原町、材木町等床上浸水（死者102人、

全壊758戸など明治になり最大の被害）

岩越鉄道、若松－喜多方間開通

若松市立会津図書館開館

福島県立工業学校開校（若松市立会津漆器徒弟学校廃止）

若松市立女子芸技学校開校（私立会津女学校廃止。明治44年廃止）

馬場上二之町から出火し120戸焼失

初の音楽会「第１回夏期恤兵音楽演奏会」開催

上大和町から出火し207戸焼失

岩越鉄道、国有となる

歩兵第六五連隊連隊入営

初の電話開通（207件加入）

県立会津高等女学校開校

市内に豪雨。川原町、南町、融通寺町方面浸水。湯川筋6カ所決壊

若松市立若松商業学校開校

市内に豪雨。烏橋等流失

市内初のビアホール、甲賀町に開店

七日町の白木屋漆器店が洋風に改築

岩越鉄道喜多方－新津間開通（郡山－新津間開通）

大典記念で高齢者に交付される木杯27万個が市内の漆器業者に注文される

若松市と松平保男子爵は、旧城跡 23町 8畝 11歩を価格3万円（10年賦）で売買

する契約を締結

第13回総選挙で白井新太郎と柴四朗が１票差。殿閣下をつけた柴票の無効取り扱

いをめぐり混乱（翌年、大審院が選挙無効の判決）

若松駅を会津若松駅と改称（鉄道院において福岡県遠賀郡若松駅と同字同音による
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 年 表 年 表



西暦 元号 月日 で　　き　　ご　　と

1917

　

1918

1920

1921

1922

1923

1925

1927

1928

1929

1930

1932

1934

1937

1938

1940

1941

1942

1943

大正 6

7

9

10

11

12

14

昭和2

3

 4

5

7

9

  12

13

　

 15

16

17

18

10.10

8.15

～17

8.16

10. 1

10. 9

6.20

5.23

9. 5

5. 9

12.17

4.24

11. 1

3.30

9. 6

9.28

12. 1

4. 1

9. 1

5. 6

6. 4

10.19

3. 5

12.27

12.28

4. 1

7.31

9.18

8.31

7.11

10.26

11. 4

3.31

5.30

2. 4

4. 1

荷物取り扱い上錯誤が多いため、福島県知事に駅名改称を交渉）

平郡線郡山－平間が開通し、平－新津間全通となり磐越線と総称する

（郡山より西を磐越西線、東を磐越東線とする）

市民が旧城跡に集合、市内で騒擾。若松警察署は、集団での夜間外出を禁止

歩兵第六五連隊を出動させ警戒（米騒動）

厨子入葦名盛氏像、国宝に指定される

第１回国勢調査

物産陳列館落成（付設公会堂落成）

市会は、議長選挙をめぐり混乱。傍聴席喧騒のため、警官に傍聴人の退場の措置を

要求。多数の傍聴人で混雑し傍聴席が墜落。１人死亡

市制施行25周年記念祝賀会、公会堂で挙行（柴四朗、日下義雄、秋山清八ら功労者

を表彰し掲額する）

松江豊壽市長､関東大震災による市出身者在京者救護のため上京。歩兵第六五連隊も

震災地警備のため特別列車で上京

歩兵第二九連隊入営（歩兵第六五連隊廃止）

若松市営火葬場が栄町字鶴ヶ城に開業

市会は市徽章制定の件を修正可決

会津線西若松－上三寄間開通

大典記念のため高齢者に交付される養老杯32万個が､会津漆器同業組合に注文される

都市計画区域に指定される（翌年に区域決定）

秩父宮と松平勢津子結婚

イタリア・ムッソリーニ首相より寄贈された白虎隊記念碑の除幕式挙行

水道給水開始

若松市立若松商業学校が県立に移管｡福島県立若松商業学校と改称

一箕村に会津競馬場が開設

普通選挙による市会議員選挙（等級選挙廃止､定数30人）

会津松平氏庭園（御薬園）が国の名勝に指定される

若松－東京間の直通電話開通

会津線会津若松－田島間が全通

若松城跡が国の史跡に指定される

若松市と町北村の藤室、上荒久田、石堂が合併

新市庁舎落成

歩兵第六五連隊再編。上海に出発

ヒットラー＝ユーゲント（独交歓青年使節団）一行31名来若。飯盛山白虎隊墳墓に

参拝

若松商工会議所が認可される（初代会頭高瀬喜左衛門）

鈴木寅彦市長、県下に先駆けて鉄くずの回収運動を提案

株式会社会津銀行は、白河瀬谷銀行、郡山商業銀行と合併。東邦銀行会津支店となる

物産陳列館廃止

ＮＨＫ若松ラジオ放送局が徒ノ町に開局

歩兵二九連隊、ガダルカナル島を撤退（連隊長以下2,200人戦死）

福島県立会津第二工業学校開校
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西暦 元号 月日 で　　き　　ご　　と

1945

　

1946

1947

1948

1949

1950

1951

1952

1953

1954

1955

1956

昭和20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

10. 1

9.24

3.31

4.10

11. 3

12.  

 2.10

4. 1

4. 5

8.18

3. 7

9.25

12.  

5.21

1.15

4. 8

9.  

4. 1

4. 1

4.  

4.20

5.12

5.19

10. 5

10.19

4. 1

7.15

10. 3

3.21

5.23

7. 1

10. 6

10.  

1. 1

4. 1

4.28

5.18

若松市国民健康保険組合設立

米軍第二七師団の将校、兵士が来若。公会堂は進駐軍に接収。約 2,000人が連隊営舎

に入る

会津図書館の元会津物産館跡への移転・改修工事が竣工（4月移転完了）

第22回衆議院議員総選挙（初の婦人参政権）

神明通り開通式挙行

5つの小学校でミルク給食始まる(謹教、鶴城、行仁、城北、城西)

社団法人会津若松商工会議所設立認可

新学制による小学校、中学校発足（第一～第四中学校は、高等女学校等の校舎を借用

し開校）

第１回若松市長選挙（4.15 小日山武夫が決戦投票により当選。引き続き第1 回福島

県知事選挙､第１回参議院議員選挙、第１回県議会議員選挙が行われる)

天皇陛下巡幸

若松市警察署（市署）と国家地方警察若松地区警察署（地区署）設置。若松市自治体

消防発足

若松市ＰＴＡ連合会が発足

第１回市民結婚式、議場で挙行

若松市市制施行50周年記念式典、公会堂で開催

初の成人式

第１回県営会津競輪開催（東北初、史跡若松城跡に建設）

総合グランド陸上競技場完成

町北村を合併

会津短期大学開校（県立若松商業高等学校に併設）

第三中学校､第四中学校新校舎完成

市政だより創刊（タブロイド判 2頁）

市営総合グランドのテニスコート、会津球場(5月)、市営プール（7月）が完成

市議会は最初の一般質問を行う（会議日程にのった最初の質問）

初の市教育委員会委員選挙（11. 1発足）

第7回国民体育大会開催（柔道と軟式庭球。会津高等学校がボート優勝）

日新小学校創立

若松測候所が材木町に完成（ 8. 1 業務開始）

若松市最初の統一祭「会津まつり」開催

謹教小学校火災により焼失

若松ラジオ商工組合、テレビの受像テストに成功（公会堂前でナイターを一般に公開）

若松市署廃止。福島県若松警察署発足

公益質屋開業

謹教小学校校舎完成(復旧)

北会津郡湊村、一箕村、高野村、神指村、門田村、大戸村、東山村の 7村を編入合併。

会津若松市と改称（人口が約 3万 3千人増え、9万8千人となる）

大沼郡本郷町大字小谷を編入合併

一箕小学校・中学校、西側校舎のみ残し校舎全焼

一箕小学校・中学校校舎落成式挙行
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西暦 元号 月日 で　　き　　ご　　と

1957

　

1958

1959

1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

昭和32

33

34

35

36

  

37

38

39

40

41

42

8.10

4.16

9.22

3.21

4. 1

4. 1

5. 6

 3. 5

3.  

4. 1

12.20

10.29

12.  

1. 1

3.  

9. 1

 9. 6

9.14

10.27

3.20

8.10

9.22

7. 5

7.27

10.31

11.11

11.12

1.31

5.15

6.16

11. 5

2. 1

3.15

4.  

7.15

9.17

4.15

6.20

4. 1

8. 3

9.22

11. 9

背炙り山空中ケーブル完成（片道70円、往復 130円）

神明通りにアーケード完成

戊辰戦役 90年祭挙行

会津競輪、小田垣に移転、再開

市は、全市域に国民健康保険事業を開始

若松第二中学校、東山中学校を統合

市役所の増築工事完成

会津若松観光協会設立

城西小学校完成

県立会津高等学校、第31回選抜高校野球大会に出場（尼崎高校に惜敗）

市民会館落成。市制施行60周年記念式典開催

東北開発株式会社会津ハードボード工場落成

「図説会津若松の歴史」刊行

若松ガス株式会社、ガス供給を開始

会津若松駅、全面改装（旧駅舎取り壊し）

会津若松市の人口が10万人を突破（郡山市、福島市に次いで県内3番目）

天皇皇后両陛下、赤井谷地を見学

第16回国民体育大会水泳競技、市営プールで開催

大善デパート、神明通りに開店。12.1 ライオン堂開店

城北小学校に鉄筋3階建の新校舎が落成

市営自動車学校、神指町に落成

背炙り山、第2ケーブル開通

若松デパート、神明通りに開店

会津総合開発協議会設立

衛生プラント（し尿処理場）、神指町に完成

県営会津競輪廃止

市営食肉センター、神指町に完成

新火葬場、門田町黒岩に完成

大塚山古墳発掘。木棺、鉄剣、銅鏡等を発掘

新潟地震発生。会津若松は震度 4

滝沢浄水場、1号急速ろ過施設の完成

最初の住居表示が実施される（市役所の住所が東栄町3番 46号となる）

市議会は、最初の代表質問を行う

漆器工業団地（門田町一ノ堰）の移転業者の操業が始まる

会津若松市外三町四ケ村衛生組合設立（し尿消化そうを設置し維持運営を共同処理）

若松城天守閣落成

国民宿舎「あいづ荘」、大戸町小谷に開業

じん芥処理場、神指町に完成。業務開始

会津地方市町村電子計算機管理運営協議会発足

市の花「あおい」制定

明治戊辰百年記念式典、市民会館で挙行（秩父宮妃臨席）

富士通会津工場開設
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西暦 元号 月日 で　　き　　ご　　と

1968

　

1969

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

昭和43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

11.  

5. 3

5.18

7. 1

10. 1

3.24

7. 7

8.22

3.16

6. 1

10.15

1. 1

2.27

3.11

10.25

11.15

4. 1

4. 1

5.26

11. 4

3.18

9.18

11.15

1.11

5.15

7.27

11.18

4.26

6.10

6.30

8.26

9.30

12.26

10.  

9.15

11.  

4. 1

7.14

9. 1

「会津若松史」全13巻完成

会津若松市民憲章制定

行仁小学校舎完成

郵便番号制度実施。本市は965

会津若松－上野間の特急「あいづ」運行（3時間35分で結ぶ）

市議会は、会津若松市じん芥処理場建設調査特別委員会（百条委員会）を設置

（12.19調査報告承認）

会津図書館､城東町に移転

市制施行70周年記念式典、市民会館で挙行

旧滝沢本陣、国の史跡に指定される

公益質屋廃止

新都市計画法による市街化区域と市街化調整区域の線引きが実施される

会津地区広域事業組合設立（会津若松市外三町四ケ村衛生組合名称変更）

「60年をめざす街づくり計画」策定

旧滝沢本陣横山家住宅主屋、座敷が国の重要文化財に指定される

国道49号線いわき－郡山－新潟間全線開通。総延長242.3㎞

背炙り山開発道路全線開通

会津若松地方広域市町村圏整備組合発足

会津若松駅前地下歩道完成

大塚山古墳が国の史跡に指定される

国道121号バイパス富士通前通り約900ｍ完成

県営会津体育館、城東町に落成

初の全市一斉川ざらい実施

門田小学校新校舎落成

国道49号線町北バイパス 2.2㎞完成

市議会事務局は、「あいづわかまつ市議会だより」を創刊（昭和51年 5月 1日号

から「広報議会」に名称変更）

会津若松警察署、山見町に新築移転

会津若松地方水道用水供給企業団発足

会津武家屋敷開業

会津若松市勤労青少年ホーム開館

市営自動車学校廃止

東山小学校、新校舎で授業を開始

会津若松市公設地方卸売市場開場式挙行（10.6 業務開始）

高瀬市長、職員の給与改定7月実施の修正を受け、再議書を一ノ瀬議長に提出

（市議会は、6月実施に再修正）

一箕中学校校舎新築移転

会津若松地方広域市町村圏整備組合の新庁舎が一箕町上蚕養に落成

第六中学校校舎新築移転

神指中学校と永和中学校が統合。第六中学校が神指町に開校

中央通り開通式挙行

県企業局が造成した門田町一ノ堰工業団地の分譲が始まる（昭和59年11月完売）
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西暦 元号 月日 で　　き　　ご　　と

1979

　

1980

1970

1982

1983

1984

1985

1986

昭和54

55

56

57

58

59

60

61

11.16

11.22

6.13

9.22

4.21

4.21

10.20

5. 2

7.28

10.27

12.11

4. 1

4. 6

7. 1

7. 1

10.19

10.30

11.26

12.27

6. 1

11.14

12.20

4. 1

4.22

4.26

9.23

10. 1

3.12

4. 1

4.  

8. 6

9. 9

9.22

3.10

3.24

3.  

5. 1

5.10

6.  

10.18

12. 9

都市計画街路亀賀御山線Ａ工区完成。富士通通りと連結

文化福祉センター開館

夜間急病センター業務開始

市制施行80周年記念式典、市民会館で挙行。市の木「アカマツ」を制定

特別養護老人ホーム「芦ノ牧ホーム」開所

北公民館開館

都市計画街路八幡鍛冶屋敷線完成。国道49号と飯盛山、東山温泉が直結

南公民館開館

神指小学校、鉄筋コンクリート 3階建の新校舎が完成

会津若松市シルバー人材センター発足

都市計画街路亀賀御山線Ｃ工区完成（小田橋から県道黒岩柳原線まで）

会津若松市中央保育所開所

国土庁、伝統産業都市モデル地区整備事業の対象都市に会津若松市を指定

会津若松市下水浄化工場通水記念式挙行

ニチイ会津若松ショッピングデパート、会津若松駅前に開業

東山ダム竣工

東山新浄水場完成

小田橋架け替え工事完成。開通渡橋式挙行

行仁コミュニティセンター開所

厚生省、障害者福祉都市に会津若松市を指定

第四中学校の新校舎が桜町に落成。移転

栄町庁舎落成

背炙り山空中ケーブル休業。翌60年廃止

鶴ヶ城築城六百年まつり開幕

鶴ヶ城内のみやげ物 2店撤去

会津藩ゆかりの地、青森県むつ市と姉妹都市締結

市の鳥「カッコウ」制定

湊中学校の新校舎が落成

大戸公民館開所(4.27 落成記念式典挙行)

旧町名･地名保存事業着手

「核兵器廃絶平和都市宣言」を行う

会津若松市議会議員定数条例が可決され、議員定数が36名から32名になった。

(昭和62年 4月の一般選挙より適用)

会津若松市合併30周年記念式典、市民会館で挙行

大戸中学校新校舎が落成

運輸省、会津若松・磐梯地区を国際観光モデル地区に指定

「新まちづくり計画」策定

会津町方伝承館落成

日新コミュニティセンター落成

「会津若松市行財政改革大綱」策定

県立博物館開館

第三中学校の新校舎が湯川町に落成。移転
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西暦 元号 月日 で　　き　　ご　　と

1987

　

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

昭和62

63

平成元

2

3

4

5

6

1. 5

3.27

4. 1

4. 1

5.12

7.16

10.20

10.31

1.11

4. 1

7. 9

7.31

10.14

12.27

3.20

4. 6

4. 8

7.10

8.30

9. 2

9. 2

1.  

4. 6

4.  

9.16

2.  

3.  

5. 1

6.15

12.12

4. 1

10. 1

10.29

4.14

5.19

11.15

12.  

6.27

8.28

9.13

12. 1

12.  

市役所本庁と各市民センター間で窓口業務のオンラインシステム稼働

県道会津若松裏磐梯線全面開通

一箕公民館開所

会津若松消防署城南分署開設

会津藩主松平家墓所が国の史跡に指定される

第三セクターで会津鉄道（西若松－会津高原間57.4㎞）開業

大川ダム完工式挙行

本市と北会津村を結ぶ会津大橋完成

謹教小学校、米代一丁目に新築移転。入校式挙行

東市民センター開所(併設の東公民館は 4.30に落成式挙行)

会津フレッシュリゾート基本構想が総合保養地域整備法の承認を受ける

本郷大橋開通

会津都市計画事業扇町土地区画整理事業の事業計画が県知事認可

都市計画道路亀賀御山線Ｂ工区仮開通。着工以来 23年間で4,790ｍが全通

財団法人会津若松市観光公社設立。4 .1 業務開始。

城南小学校開校

城北コミュニティセンター開所

基幹集落センター開所

市制施行 90周年記念式典、会津体育館で挙行

「がん撲滅都市宣言」を行う

会津総合運動公園のあいづ球場落成

日新小学校校舎完成

県立養護学校、一箕町鶴賀に開校

松長小学校開校

茶室「麟閣」鶴ヶ城本丸に移築

第二中学校校舎完成

名勝会津松平氏庭園（御薬園）を取得（観光公社に管理を委託）

城西コミュニティセンター開所

中国沙市市と友好都市締結

水道部新庁舎落成

食肉センター民営化（公の施設廃止）

会津若松市景観条例施行

磐越自動車道会津若松インター開通（郡山－会津坂下間開通）

会津大学開学

財団法人会津若松文化振興財団設立

あいづ総合体育館開館（会津体育館は鶴ヶ城体育館に名称を変更）

長期総合計画「まちづくり21」策定

會津風雅堂開館（旧市民会館は平成 7年 3月取り壊し）

「健康スポーツ都市宣言」を行う

あいづ地方拠点都市地域(会津地方は 19市町村)が第2次指定を受ける

特別養護老人ホーム「会津みどりホーム」開所

会津総合運動公園あいづドーム落成 
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西暦 元号 月日 で　　き　　ご　　と

1995

　

1996

1997

1998

1999

2000

2001

平成7

8

9

10

11

 

  

12

13

1.  

6.27

8.19

10.14

1.23

3.  

4.27

9.21

9.27

4. 1

4. 1

4. 1

4.  

4.23

7.31

9.11

10. 1

2. 1

3.26

3.30

7. 9

7.31

8. 3

12.21

3.19

3.  

4. 1

4. 1

4.15

10. 3

10.15

2.27

3.21

4.  

9.24

10. 1

12. 5

1.21

大戸小学校校舎完成

飯盛山の旧正宗寺三匝堂（さざえ堂）が国の重要文化財に指定される

松長コミュニティセンター開所

第50回国民体育大会秋期大会開催（10月 19日まで。バレーボール、ソフトテニス、

柔道、なぎなた、スポーツ芸術開催）

あいづ地方拠点都市地域基本計画が県知事の承認を受ける

物流ネットワークシティ（会津アピオ）分譲開始(事業費 117億円、37ha造成)

会津若松市国際交流協会設立

エフエム会津開局

会津若松市観光振興条例施行

情報公開制度がスタート

会津若松市環境基本条例施行

片柳デイサービスセンター開所

会津大学に大学院が設置

ノーマライズ交流館パオパオ落成

初の子ども議会開催（市内の小中学校から29人の代表者が出席）

会津若松カントリーエレベーター落成

磐越自動車道の西会津－津川間が開通し、いわき－新潟間が全線開通

「天神ふれあいセンター」開所

身体障害者療護施設「アガッセ」開所

栄町第二庁舎開庁式挙行。同日より業務開始

株式会社会津リエゾンオフィス設立

株式会社まちづくり会津設立

湊町赤井に会津レクリエーション公園がオープン

会津若松市議会議員定数条例の一部を改正する条例が可決され、議員定数が32名

から30名になった。(平成 11年 4月の一般選挙より適用)

市制施行 90周年記念事業として編さんに取り組んだ会津若松市議会史は、記述編Ⅱ

を刊行し、全巻刊行

湊町原、共和、双潟、赤井の4小学校廃校

市制施行百周年記念除幕式挙行(本庁舎前)

湊小学校開校(校舎は、平成 10年度中に完成)

南花畑デイサービスセンター落成(4.19より業務開始)

会津若松駅中町線一部供用開始

徳島県鳴門市と親善交流都市締結

市制施行百周年記念式典、會津風雅堂で挙行

「男女共同参画都市宣言」を行う

大戸新浄水場完成

財団法人会津若松市中小企業勤労者福祉サービスセンター事業開始

長野県高遠町と親善交流都市締結

会津若松市生活環境の保全等に関する条例施行

史跡若松城跡干飯櫓・南走長屋復元工事竣工

湊公民館が開所
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西暦 元号 月日 で　　き　　ご　　と

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

平成13

14

15

16

17

18

19

2. 9

3.31

7. 1

10. 1

12.  

2.  

3. 1

4. 1

8. 5

9.22

11.22

2.  

3.  

4. 1

5.23

7. 1

7. 1

8. 9

8.21

8.25

3.19

3.26

3.27

4. 1

4. 1

4.23

10.25

11. 1

11. 4

3. 7

4.17

7. 1

11. 1

2.10

7. 1

9. 1

10.10

12.  

2. 8

ＩＳＯ　１４００１認証取得

国民宿舎「あいづ荘」廃業

まちなか周遊バス「ハイカラさん」運行開始

磐越自動車道（会津若松～郡山）４車線開通

長期総合計画「会津まちづくり物語」策定

「あいづっこ」宣言制定

会津若松市民カード（Aoiカード）サービス開始

学校完全週 5日制開始

住民基本台帳ネットワークシステム第一次稼動

滋賀県日野町、三重県松阪市、会津若松市の三市町において「蒲生氏郷公ゆかりネッ

トワーク共同宣言」

「暴力追放都市宣言」を行う

「あいづわかまつこどもプラン」公表

「健康わかまつ 21計画」策定

小金井小学校開校

会津若松市ＩＴ特区認定

「会津ぐるっとカード」発売

まちなか周遊バス「ハイカラさん」双方向運行開始

北会津村との法定合併協議会を設置

「会津若松市行財政再建プログラム」公表

住民基本台帳ネットワークシステム第二次稼動（住基カード交付開始）

議会において北会津村との廃置分合に関する議案のうち議会の議員及び農業委員会

の委員の経過措置に関する議案以外を可決

ＪＲ会津若松駅が43年ぶりにリニューアルオープン

若松城天守閣が40年ぶりにリニューアルオープン

会津若松市男女共同参画推進条例施行

河東町・湯川村との法定合併協議会を設置

議会において北会津村との合併における廃置分合に伴う経過措置に関する議案可決

湯川村が法定合併協議会からの離脱を申し入れ

北会津郡北会津村を編入合併

伝統工芸品全国大会開催（11月 7日まで）

議会において河東町との廃置分合に関する議案を可決

神奈川県横須賀市と友好都市締結

ＪＲ 6社による「あいづデスティネーションキャンペーン」が開催（9月30日まで）

河沼郡河東町を編入合併

文化戦略会議エンジン 01開催

昨年に続き、JRとの提携による「この夏も会津へ 2006キャンペーン極上の会津」が

開催（9月30日まで）

会津若松地方広域市町村圏整備組合と会津地区広域事業組合が統合

会津ナンバー誕生

第6次会津若松市長期総合計画策定

ゆきみらい2007in会津開催
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西暦 元号 月日 で　　き　　ご　　と

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

19

20

21

22

23

24

25

26

4.  

4.  

5. 2

8～10

3.31

4.  

4. 1

6.23

10. 1

10. 1

4. 1

4. 1

4. 1

4.27

10. 1

11. 1

3.  

4. 1

12.25

1.  

2. 7

3.11

3.13

3.27

4．5

　

4.17

8. 7

8. 1

1. 6

1.12

4．1

10．6

3．31

4.　1

7．25

9.   

河東学園小学校開校

県内初の併設型中高一貫教育校　県立会津学鳳中学校・高等学校が開校

コミュニティプール開館

まちなか歩キメです！～歩いて暮らせる会津若松地区社会実験事業～

株式会社会津リエゾンオフィス解散

戊辰 140周年記念事業開幕

鶴城コミュニティセンター開所

会津若松市議会基本条例・会津若松市議会議員政治倫理条例施行

河東地域コミュニティバス「みなづる号」運行開始

オープンオフィスドキュメント形式運用開始

城南コミュニティセンター開所

湊しらとり保育園開園

大塚山墓園納骨堂供用開始

会津若松学校給食センター供用開始による市立幼・小・中学校完全給食実施

会津能楽堂開館

市制施行百十周年記念式典開催

河東工業団地第一期分譲開始

謹教コミュニティセンター･夜間救病センター開所

若松測候所、観測記録上最高値 115㌢㍍の記録的豪雪

北会津中学校新校舎開校

住民票の写し、印鑑登録証明書のコンビニエンスストア発行サービス開始

午後 2時 46分三陸沖を震源とするマグニチュード 9.0の地震（東北地方太平洋沖地震）

本市震度５強のため地割れ、公共施設・建物の損壊等甚大な被害。市災害対策本部設置。

福島第１原子力発電所の事故によるスクリーニング（放射能測定）の開始

被災者受け入れのための避難所順次開設（あいづ総合体育館、河東総合体育館、ふれあ

い体育館、北会津中学校）

往時の天守閣再現事業「赤瓦」復元工事竣工オープン

双葉郡大熊町役場機能が追手町第２庁舎（旧県立会津学鳳高校）へ移転

大熊町住民の受け入れ開始（東山温泉）

大熊町小中学校機能移転（旧河東第三小学校・追手町第２庁舎）

生涯学習総合センター（會津稽古堂）開館

市長・市議会議員選挙投票日（震災のために統一地方選挙時期から延期）

原動機付自転車オリジナルナンバープレート交付開始

ＮＨＫ大河ドラマ「八重の桜」放送開始

ハンサムウーマン八重と会津博　大河ドラマ館開館（～2014.1.14まで）

会津総合運動公園あいづ陸上競技場供用開始

第 25 回鶴ヶ城ハーフマラソン大会開催（鶴ヶ城健康マラソン大会名称変更、ハーフ

コースの新設）

市民課窓口にてタブレット端末を活用した「しんせつ（親切・新設）窓口」開始

あいづ食の陣（春・アスパラ　夏・トマト　秋・米　冬・会津地鶏）開幕

まなべこ（会津若松市歴史資料センター）開館

新市建設計画の改訂
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西暦 元号 月日 で　　き　　ご　　と

2015

2016

27

28

1.22

4. 1

4. 1

4.　

9.19

4. 1

4. 1

4.25

6.29

地域再生計画「アナリティクス産業の集積による地域活力再生計画」が内閣総理大臣の

第一次認定を受ける

ＪＲグループ６社等との協働による「ふくしまデスティネーションキャンペーン」を開

催（６月30日まで）

鶴ケ城天守閣内の郷土博物館を全面的にリニューアルするとともに、天守閣の夜間照明

をＬＥＤ照明にリニューアル

「会津若松市まち・ひと・しごと創生人口ビジョン及び総合戦略」を策定

鶴ケ城天守閣再建 50周年記念式典を開催

ふくしまデスティネーションキャンペーンのアフターキャンペーンを開催（6月30日ま

で）

あいづ球場のスコアボードをＬＥＤ式電光掲示板に改修し供用開始

「会津の三十三観音めぐり～巡礼を通して観た往時の会津の文化～」が日本遺産に認定

される

会津若松市自治基本条例を施行
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議会構成           　  　       17

議事　            　　          20

委員会 　                       22

議会開会状況                    24

議会基本条例・

  議員政治倫理条例　            29

議会費等　　　　　 　　　　　　 30　　　　





● 条例定数 30人（平成15年 1月 1日適用）

● 現    員 30人（平成28年 4月 1日現在)

　本市の第１回市会議員選挙は明治 32年 6月に行わ

れたが、当時の選挙権は納税額により一級、二級、

三級と区分され、議員定数はそれぞれ 10名の計 30

名であった。その後、大正 11年には一級、二級の区

分に改正され、それぞれ 15名の定数 30名となり、

昭和5年の選挙から25歳以上の者に被選挙権が与え

られる普通選挙となり、級別は廃止された。

　昭和22年には現行の地方自治制度が発足し、本市

の定数は36名となった。

　昭和 30年 4月 30日に行われた合併最初の市議会

議員選挙は、定数 36名に対し 91名と多くの立候補

者が立ち、その結果新人議員 22名が当選した。この

ことは定数の 3分の 2近くを占めたことになる。ま

た、同選挙において初の女性議員が誕生した。

　その後、昭和 60年 9月 20日に「会津若松市議会

議員定数条例」が公布され、定数が 32名となり、平

成10年 12月 25日に「会津若松市議会議員定数条例

の一部を改正する条例」が公布され、11年 4月一般

選挙から定数が30名となった。

　さらに、平成 15年 1月 1日に地方自治法第 91条

第 1項の規定に基づき「会津若松市議会議員の定数

を定める条例」(定数30名)が公布された。

　平成 16年 11 月 1日には北会津村との合併により

北会津村議会から 15名の議員が、また平成 17年 11

月１日には河東町と合併し、河東町議員 18名が会津

若松市の議員となり、途中、欠員等を経て、改選前

の議員は57名であった。平成19年 4月の統一地方選

により、新たな30名が選出された。

　平成 23年 4月の統一地方選挙は、「平成 23年東

北地方太平洋沖地震に伴う地方公共団体の議会議員

及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律」によ

り、平成23年統一地方選挙の期日においては選挙を

適正に行うことが困難と認められる市町村（第２次

指定分）として指定を受けたため、選挙期日が平成

23年 8月 7日に延期された。

　平成23年 5月 2日には地方自治法の一部改正によ

り、議員定数の人口段階別上限数に係る制限が廃止

された。

　なお、昭和 22年以降、本市における市議会議員

の最年少当選者は 26歳で、連続当選の最高回数は

9回となっている。

◆ 会派・党派別議員数(平成28年 4月 1日現在)

　　　党派

会派

自

民

社

民

民

進

公

明

共

産

無

所

属
計

創風あいづ
1 8

(1)

9

(1)

市民クラブ 1 5 6

社会民主党

・市民連合

3

(1)

1 4

(1)

公 明 党
3

(1)

3

(1)

きずなの会 3 3

諸派連合 3 3

日本共産党

会津若松市議団
2 2

計
1 3

(1)

1 3

(1)

2 20

(1)

30

(3)

※(　)内は女性議員数

※党派名の略称は次のとおり：自民⇒自由民主党、

社民⇒社会民主党、民進⇒民進党、公明⇒公明党、

共産⇒日本共産党

◆ 年齢別議員構成　　(平成28年 4月 1日現在)

年　　　齢 人　　　数　(人)

34歳以下 0

35～39歳 1

40～44歳 1

45～49歳 3

50～54歳 5

55～59歳 8

60～64歳 6

65～69歳 6

70歳以上 0

○ 最 年 少　36　歳　　　○ 最 年 長  67　歳

○ 平均年齢　57　歳
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歴代 氏    名  就任年月日  退任年月日

初代 林    賢藏 明治32. 6.16 明治 32. 9.28

 2 川島榮一郎    32. 9.29    33. 2.12

 3 川島榮一郎    33. 2.12    34. 1.15

 4 竹田只次郎    34. 1.15    35. 1.11

 5 竹田只次郎    35. 1.11    36. 1.10

 6 竹田只次郎    36. 1.12    37. 1.11

 7 竹田只次郎    37. 1.12    38. 1.10

 8 竹田只次郎    38. 1.10    38. 6. 5

 9 前田  兵郎    38. 6.23    39. 1.11

10 前田  兵郎    39. 1.11    40. 1. 7

11 前田  兵郎    40. 1. 7    41. 1. 6

12 前田  兵郎    41. 1.20    42. 1.19

13 佐藤  佐中    42. 1.26    43. 1.13

14 佐藤  佐中    43. 1.13    44. 1. 7

15 佐藤  佐中    44. 1. 7    45. 1. 6

16 佐藤  佐中    45. 1.10 大正 3. 1.19

17 川島榮一郎 大正3. 2.17     3. 6. 3

18 前田  兵郎     3. 6.15     7. 6. 3

19 川島榮一郎     7. 6.15    11. 6. 3

20 富岡  秀一    11. 6.21    15. 6. 3

21 林    直八    15. 6.18 昭和 5. 6. 3

22 早坂  榮助 昭和5. 6.18     9. 6. 3

23 石堂  恒彦     9. 6.22     9.10. 6

24 岩崎  光衛     9.11. 9    13. 6. 3

25 岩崎  光衛    13. 6.15    17. 6. 3

26 高瀬喜左衛門    17. 6.16    18. 3.11

27 林  健次郎    18. 3.13    20. 4.17

28 星野昇七郎    20. 7.24    20.12.24

29 日野晴日子    21. 2. 4    22. 4.29

30 鈴木  寅藏    22. 5.14    24. 6. 1

31 柏木信一郎    24. 6. 1    26. 4.29

32 五十嵐豊作    26. 5.14    30. 4.29

33 佐藤  光治    30. 5.18    31.11.27

34 岸    久吉    31.12.15    32.12.16

35 磯田  政吉    32.12.16    34. 4.29

36 四家  豊治    34. 5.15    38. 4.29

37 高橋  直幸    38. 5.13    40. 6. 4

38 岸    久吉    40. 6. 4    42. 4.29

歴代 氏    名  就任年月日  退任年月日

39 岸    久吉 昭和42. 5.15 昭和 44.12.19

40 一ノ瀬直俊    45. 2. 2    46. 4.29

41 菅家  忠男    46. 5.10    50. 4.29

42 一ノ瀬直俊    50. 5.15    52. 6.14

43 一ノ瀬直俊    52. 6.14    54. 4.29

44 成田  正喜    54. 5.10    58. 4.29

45 川原    宏    58. 5.10    62. 4.29

46 棚木    一    62. 5.12 平成元. 9.30

47 相田    勝 平成元. 9.30     3. 4.29

48 真壁  宏彰     3. 5.14     7. 4.29

49 江花  継夫     7. 5.15     9.10.27

50 相田  正明     9.10.27    11. 4.29

51 二瓶  孝喜    11. 5.12 　 13. 5.14

52 二瓶　孝喜 　 13. 5.14 15. 4.29

53 二瓶　孝喜 　 15. 5.15 　 17. 5.19

54 佐藤　義之 　 17. 5.19 19. 4.29

55 田澤　豊彦 　 19. 5.16 21. 5.14

56 田澤　豊彦 　 21. 5.14 23. 8. 6

57 目黒章三郎    23. 8.23

23.

25. 8.23

58 戸川　稔朗 25. 8.23 27. 8. 6

59 目黒章三郎 　27. 8.20
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歴代  氏    名  就任年月日  退任年月日

初代 佐藤  智信 明治32. 6.16 明治 33. 2.12

 2 辰野  次郎    33. 2.12    34. 1.15

 3 木下美登理    34. 1.15    35. 1.11

 4 大花榮次郎    35. 1.11    35. 3. 8

 5 辰野  次郎    35. 3. 8    36. 1.12

 6 辰野  次郎    36. 1.12    37. 1.12

 7 山口  新吉    37. 1.12    38. 1.10

 8 福王  榮蔵    38. 1.10    39. 1. 9

 9 福王  榮蔵    39. 1.11    40. 1. 7

10 宮森  善助    40. 1. 7    41. 1. 6

11 宮森  善助    41. 1.20    42. 1.19

12 林    賢藏    42. 1.26    43. 1.13

13 林    賢藏    43. 1.13    44. 1. 7

14 林    賢藏    44. 1. 7    44. 6. 5

15 林    賢藏    44. 6.17    45. 1.10

16 林    賢藏    45. 1.10 大正 3. 2. 6

17 渡部  清治 大正 3. 2.17     3. 6. 3

18 福王  榮蔵     3. 6.15     7. 6. 3

19 鎧    常吉     7. 6.15    10. 2.12

20 渡部  清治    10. 2.16    11. 6. 3

21 日下    毅    11. 6.21    15. 6. 3

22 中野善太郎    15. 6.18 昭和 5. 6. 3

23 日野晴日子 昭和 5. 6.18     9. 6. 3

24 岩崎  光衛     9. 6.22     9.11. 9

25 鈴木善九郎     9.12. 6    13. 6. 3

26 五十嵐忠藏    13. 6.15    17. 6. 3

27 林  健次郎    17. 6.16    18. 3.13

28 星野昇七郎    18. 3.13    20. 7.24

29 星    健吉    20. 7.24    21. 3.13

30 山口  八郎    21. 5.28    22. 1.22

31 亀谷  鐔雄    22. 2. 5    22. 4.29

32 柏木信一郎    22. 5.14    24. 6. 1

33 五十嵐豊作    24. 6. 1    26. 4.29

34 佐々木  博    26. 5.14    30. 4.29

35 鹿目  仁久    30. 5.18    31.12.24

36 磯田  政吉    31.12.24    32.12.16

37 四家  豊治    32.12.20    34. 4.29

38 高橋  直幸    34. 5.15    36. 5.29

歴代  氏    名  就任年月日  退任年月日

39 矢内  三治 昭和36. 6. 6 昭和 38. 4.29

40 河野  和夫    38. 5.13    40. 6. 4

41 大須賀英一    40. 6. 4    42. 4.29

42 磯貝  義恵    42. 5.15    44.10. 4

43 一ノ瀬直俊    44.12. 1    45. 2. 2

44 磯貝  義恵    45. 2. 2    46. 4.29

45 金井  博文    46. 5.10    49.12.21

46 齋藤久右衛門    49.12.21    50. 4.29

47 齋藤久右衛門    50. 5.15    52. 6.14

48 川原    宏    52. 6.14    54. 4.29

49 川原    宏    54. 5.10    56. 5.21

50 大内  賢一    56. 5.21    58. 4.29

51 鈴木  政夫    58. 5.10    62. 4.29

52 本田  忠敬    62. 5.12 平成元. 9.30

53 相田  正明 平成元. 9.30     3. 4.29

54 田原  久誉     3. 5.14     7. 4.29

55 渡部  昭寿     7. 5.15     9.10.27

56 千葉  春雄     9.10.27    11. 4.29

57 小川　右善 　 11. 5.12 　 13. 5.14

58 伊藤　正男 　 13. 5.14 15. 4.29

59 齋藤　輝男 15. 5.15 17. 5.19

60 小山　泉寿 17. 5.19 19. 4.29

61 本田　礼子 19. 5.16 21. 5.14

62 本田　礼子 21. 5.14 23．8. 6

63 戸川　稔朗 23. 8.23 25. 8.23

64 渡部　優生 25. 8.23 27. 8. 6

65 清川　雅史 27. 8.20
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◆定例会の流れ

日程         会              議

  1 招集日・本会議（提案理由説明）

  2 休会（議案等調査）

  3 継続本会議（一般質問・個人）※1

  4 継続本会議（一般質問・個人）

  5 継続本会議（一般質問・個人）

　6
継続本会議（議案等に対する総括質疑）※2

予算決算委員会

  7
予算決算委員会を除く常任委員会

予算決算委員会分科会

  8
予算決算委員会を除く常任委員会

予算決算委員会分科会

  9 休会（事務整理）

 10 予算決算委員会

 11 休会（事務整理）

 12 最終継続本会議(委員会審査報告～表決)

  ※1　12月定例会のみ一般質問の初日に代表質問

　　　を行う。

  ※2　2月定例会においては、総括質疑は2日間と

　　   なる。
　

　上記が定例会の日程であるが、これに土曜、日曜

が入るため、実際は15～16日間くらいの日程をとる

のが例である。

  なお、2月定例会は、当初予算審議のために委員

会審査に日数を要するため、20日間を超える会期と

なる。

◆臨時会

  臨時会は、議案等の委員会付託を行わず、通常、

会期は１日間としているが、議案等の内容により、

委員会付託をする場合がある。

◆議案配付と提案理由説明

  議案は、招集日の8日前に開かれる提出案件説明

会において各議員に配布される。2月定例会におい

ては、施政方針演説を市長が行い、散会後当該演説

の印刷物を配布している。

  臨時会において即決とされた議案等の提案理由

は、概要を市長が、細部については所管部長が行っ

ている。

◆議案付託から表決

 (1) 予算及び決算 

   予算決算委員会に付託している。

 (2) 条例

  所管の常任委員会（総務委員会、文教厚生委員

会、産業経済委員会及び建設委員会）に付託して

いる。

 (3) 人事案件

   委員会付託を省略するのが通例である。

 (4) 委員会審査報告

   本会議で問題とされた点、委員間討議、討論の

あった議案などについては、審査の経過と結果な

どについて詳細に、最終継続本会議において委員

長が報告している。

 (5) 報告から表決まで

   総務委員会、文教厚生委員会、産業経済委員

会、建設委員会、予算決算委員会、特別委員会の

順に報告を行い、次いで報告に対する質疑を行

い、議員間討議、その後、一括して討論を行う。

さらに反対討論のあった議案等は、分離して起立

表決し、その後、他の案件を一括して簡易採決し

ている。

 (1) 通告

  質問者は、定例会招集日の 7日前の午後 3時ま

でに題名と具体的な質問項目を議長に通告する。

 (2) 質問形態

  代表質問（12 月定例会のみ）と個人質問（2

月・6月・9月・12月）がある。

 (3) 質問順序

代表質問、個人質問の順に行うが、代表質問は

所属議員数の多い会派から行い、個人質問は会派

の輪番制となっている。

 (4) 質問時間

 代表質問は答弁を除き一人 25分以内で発言回

数 5回以内、個人質問は答弁を除き一人 20分以

内で発言回数 5回以内と制限を設けている。 な

お、質問件数の制限は設けていない。

 (5) 発言方法

 1 回目は登壇して発言し、2回目以降は自席で

発言する。（関連質問は認めていない）
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 (1) 通告

 質疑者は、招集日本会議終了後から同日午後 3

時までに質疑件名を議長に通告する。

 (2) 質疑順序

 届出順による。

 (3) 質疑件数及び時間

 質疑件数は一人3件以内、質疑時間は答弁を除

き一人 15分以内とし、発言回数の制限は設けて

いない。

 (4) 発言方法

 すべて自席で行う。

◆定例会別質問者･質疑者数（平成 27年）

区　　分 一般質問者数 質疑者数

2月定例会 19人 16人

6月定例会 17人 4人

9月定例会 20人 8人

12月定例会 25人 6人

合　　計 81人 34人

 (1) 通告

 最終継続本会議の前日の正午までに案件名と賛

否の別を議長に通告する。

 (2) 討論順序

 反対、賛成の順に行う。

 (3) 発言方法

 登壇して行う。

(1) 受理から報告まで

 事務整理の都合上、招集日3日前までに受理し

たものを議会に諮り、所管の委員会に付託する。

 各議員には文書表を配付し、審査結果は最終継

続本会議において委員長が報告している。

 (2) 処理結果の通知など

 審議結果は、請願者・陳情者に通知している。

採択された請願のうち、地方自治法第125条に

基づき市長に処理の経過及び結果の報告を求めた

ものについて、市長はその請願が議決された定例

会の翌々の定例会の２週間前までに議会に報告す

ることとしている。（平成 26 年６月定例会よ

り）

◆ 付託委員会別審査件数 （平成27年）

区　分 請　願 陳　情 計

総　　務 2 2 4

文教厚生 1 1 2

産業経済 2 1 3

建　　設 0 3 3

議会運営 0 0 0

計 5 7 12

◆ 審査結果 （平成27年）

区　分 請　願 陳　情 計

採　　択 2 4 6

一部採択 0 0 0

不 採 択 2 2 4

継続審査 0 0 0

取り下げ 1 1 2

審議未了 0 0 0

計 5 7 12
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◆構成

　委員会は、条例で 5委員会と定めている。また

条例により委員の任期は2年と定められている。

◆名称と所管事項

名 称    　 所   管   事   項 定数

総 　務

議会、企画政策部、財務部、総

務部、会計管理者、選挙管理委

員会、監査委員、公平委員会、

固定資産評価審査委員会、他の

常任委員会に属さない事項

8人

文教厚生 市民部、健康福祉部、教育委員会 8人

産業経済 観光商工部、農政部、農業委員会 7人

建　 設 建設部、水道部 7人

予算決算
予算に関すること

決算に関すること
29人

※平成25年 6月定例会にて予算決算委員会の設置が

決定された。

　予算決算委員会には、会津若松市議会予算決算委

員会の運営に関する要綱に基づき、総務・文教厚

生・産業経済・建設の各委員会の委員によりそれぞ

れ構成する第１分科会から第４分科会までの４つの

分科会を置き、負託事件を分担し審査している。

◆構成

　議会の円滑な運営を図るため､平成3年9月から条

例により議会運営委員会を設けている。 条例により

委員の任期は2年、定数は8人と定めている。

　委員は議長が会議に諮って指名する。 具体的

には、3人以上の会派から、その所属議員の人数に

応じて按分している。

◆開会

 議会運営委員会は､臨時会については招集日の7日

前、定例会については招集日の10日前及び6日前に

開会される。

◆設置

　特別委員会は、必要な場合に、議会の議決で設置

し、委員定数も議会の議決で決めることができる。

　委員の任期は審査が終了するまでである。

◆構成

　議員全員で構成し、議会の運営、市政の課題等に

ついて協議又は調整を図るため、市長等からの説明

及び報告並びに議員間の討議を行う。

◆構成

　議長、副議長及び会派（所属議員が３人以上）の

代表者で構成し、会派間の調整及び協議を行う。

◆設置

  会津若松市議会基本条例を平成20年 6月に可決し

したことに伴い設置された。任期は 2年、定数は 8

人と定めている。

  議会の広報広聴機能を充実させるため、「広報議

会」の編集・発行や、市民との意見交換会に関する

ことなどに携わる。

◆設置

　会津若松市議会基本条例に基づき、市政に関する

重要な政策と課題について共通認識と合意形成を図

り、政策を立案し、市長等への政策提案及び政策提

言を推進することを目的として設置された。

◆構成

　議員全員により構成する「全体会」、総務・文教

厚生・産業経済・建設の各委員会の委員によりそれ

ぞれ構成する第１から第４までの「分科会」、会派

（所属議員が２人以上）から選出された委員と公募
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による市民委員２名により構成する「議会制度検討

委員会」がある。

◆ 平成27年 1月 1日～ 12月 31日

委 員 会 名 開会日数 会議時間

総 務 委 員 会 7日 11時間53分

文教厚生委員会 5日 11時間55分

産業経済委員会 5日 8時間49分

建 設 委 員 会 6日 8時間25分

予算決算委員会 9日 3時間42分

予算決算委員会
第1分科会

7日 29時間24分 

予算決算委員会
第2分科会

7日 34時間47分 

予算決算委員会
第3分科会

7日 42時間22分 

予算決算委員会
第4分科会

6日 32時間12分 

議会運営委員会 44日 19時間13分 

各派代表者会議 21日 8時間25分

広報広聴委員会 19日 26時間37分 

政策討論会全体会 2日 4時間 8分

政策討論会
第１分科会

17日 25時間23分 

政策討論会
第２分科会 14日 8時間14分

政策討論会
第３分科会 13日 12時間58分 

政策討論会
第４分科会 11日 7時間57分

政策討論会
議会制度検討委員会

16日 30時間18分

◆ 平成27年 1月 1日～ 12月 31日

委 員 会 名 開会日数 会議時間

総 務 委 員 会  12日  9時間28分 

文教厚生委員会 12日 9時間24分

産業経済委員会  7日  5時間36分 

建 設 委 員 会  8日  2時間22分 

議　員　全　員  1日 　　 　34分 

　会津若松市議会基本条例に基づき、平成20年８月

から開催している。

市民に対し、議会で行われた議案等の審議の経過及

び結果について報告するとともに、政策形成に関す

る意見交換を行うことを目的とする。

　市内15地区において年２回開催する「地区別意見

交換会」と、議会が取り組む政策立案等について教

育・文化・福祉・産業等の分野ごとに関係市民団体

と実施する「分野別意見交換会」がある。

◆意見交換会開催状況

(1)地区別意見交換会（平成27年 1月～12月）

回 時期 参加人数 内容

第14回 ５月 275人 ・２月定例会報告

・政策討論会での調査

研究報告

・各地区の課題 

第15回 11月 212人 ・９月定例会報告

・今後の議会改革につ

いての報告

・各地区の課題 

(2)分野別意見交換会（平成27年 1月～12月）

開催日 対象 開催趣旨 対応主体

1/21 第１部：農

業・林業・

市場・金融

関係者

第２部：商

工・観光・

金融関係者

　地域産業振興にかかる

基本条例の制定について

理解と協力を求めるとと

もに、実際の主体者から

の意見を今後の条例制定

に向けた取り組みに生か

す。

政策討論

会第３分

科会

5/26 会津若松市

まちづくり

市民会議

　自治基本条例の必要性

等について調査・研究・

検討している団体との意

見交換を行い、政策討論

会での調査研究に生かす。

政策討論

会第１分

科会

12/22 会津若松除

雪実施協力

会

　降雪対策に係る本市の

実態や問題・課題等の実

際について、現に除排雪

業務に携わる担い手との

意見交換を通じて理解を

深め、政策討論会での調

査研究に生かす。

政策討論

会第４分

科会
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◆平成27年 1月 1日～12月 31日

区　分 会　　期
会議

日数
会議時間

市長提出議案等 議員提出議案等

可

決

修正

可決

否

決

継続

審査

認

定

承

認

同

意

可

決

否

決

計

2月定例会 2/26～3/24 27日間  6日 34時間19分 47 5 52

6月定例会 6/4～6/18 15日間  5日 19時間16分 6 4 10

9月定例会 9/10～10/1 22日間  5日 24時間38分 30 14 5 4 53

12月定例会 12/3～12/18 16日間  6日 29時間32分 18 1 19

計 80日間 22日 107時間45分 101 14 5 14 134

2月臨時会

4月臨時会

2/10

4/22

 1日間

 1日間

1日 

1日 

52分

1時間36分

1

1 1

1

2

8月臨時会

10月臨時会

8/20～8/21 

10/20

 2日間

 1日間

2日 

1日 

3時間56分

41分 3

1

4

1

7

11月臨時会

計

11/11  1日間

 6日間

1日 

6日 

1時間21分

8時間26分

1

6 1 1 4

1

12

合　計 86日間 28日 116時間11分 107 14 1 6 18 146

◆平成27年 1月 1日～12月 31日

議案番号 件　　　　　　　　　　名 議決結果

2月臨時会

議案第１号 平成26年度会津若松市一般会計補正予算（第７号） 原案可決

2月定例会

議案第２号 会津若松市議会基本条例の一部を改正する条例 原案可決

議案第３号 会津若松市議会委員会条例の一部を改正する条例 原案可決

議案第４号 会津若松市議会会議規則の一部を改正する規則 原案可決

議案第５号 平成27年度会津若松市一般会計予算 原案可決

議案第６号 平成27年度会津若松市水道事業会計予算 原案可決

議案第７号 平成27年度会津若松市国民健康保険特別会計予算 原案可決

議案第８号 平成27年度会津若松市湊町簡易水道事業特別会計予算 原案可決

議案第９号 平成27年度会津若松市西田面簡易水道事業特別会計予算 原案可決

議案第10号 平成27年度会津若松市観光施設事業特別会計予算 原案可決

議案第11号 平成27年度会津若松市下水道事業特別会計予算 原案可決

議案第12号 平成27年度会津若松市地方卸売市場事業特別会計予算 原案可決

議案第13号 平成27年度会津若松市扇町土地区画整理事業特別会計予算 原案可決

議案第14号 平成27年度会津若松市農業集落排水事業特別会計予算 原案可決

議案第15号 平成27年度会津若松市介護保険特別会計予算 原案可決

議案第16号 平成27年度会津若松市個別生活排水事業特別会計予算 原案可決

議案第17号 平成27年度会津若松市三本松地区宅地整備事業特別会計予算 原案可決
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議案番号 件　　　　　　　　　　名 議決結果

議案第18号 平成27年度会津若松市後期高齢者医療特別会計予算 原案可決

議案第19号 平成26年度会津若松市一般会計補正予算（第８号） 原案可決

議案第20号 平成26年度会津若松市水道事業会計補正予算（第３号） 原案可決

議案第21号 平成26年度会津若松市国民健康保険特別会計補正予算（第４号） 原案可決

議案第22号 平成26年度会津若松市観光施設事業特別会計補正予算（第４号） 原案可決

議案第23号 平成26年度会津若松市下水道事業特別会計補正予算（第４号） 原案可決

議案第24号 平成26年度会津若松市農業集落排水事業特別会計補正予算（第４号） 原案可決

議案第25号 平成26年度会津若松市介護保険特別会計補正予算（第４号） 原案可決

議案第26号 平成26年度会津若松市個別生活排水事業特別会計補正予算（第４号） 原案可決

議案第27号 平成26年度会津若松市後期高齢者医療特別会計補正予算（第４号） 原案可決

議案第28号 会津若松市行政手続条例の一部を改正する条例 原案可決

議案第29号 会津若松市行政財産使用料条例の一部を改正する条例 原案可決

議案第30号 会津若松市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例 原案可決

議案第31号 会津若松市包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例 原案可決

議案第32号 会津若松市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を

定める条例の一部を改正する条例

原案可決

議案第33号 会津若松市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに

指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に

関する基準を定める条例の一部を改正する条例

原案可決

議案第34号 会津若松市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等

に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例

原案可決

議案第35号 会津若松市介護保険条例の一部を改正する条例 原案可決

議案第36号 会津若松市保育事業検討委員会条例を廃止する条例 原案可決

議案第37号 会津若松市児童福祉施設入所費用徴収条例の一部を改正する条例 原案可決

議案第38号 会津若松市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業等の利用者負担額に関す

る条例

原案可決

議案第39号 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関

係条例の整理に関する条例

原案可決

議案第40号 教育長の服務等に関する条例 原案可決

議案第41号 会津若松市立幼稚園条例の一部を改正する条例 原案可決

議案第42号 会津若松市いじめ防止等に関する条例 原案可決

議案第43号 会津若松市手数料条例の一部を改正する条例 原案可決

議案第44号 会津若松市都市公園条例の一部を改正する条例 原案可決

議案第45号 会津若松市下水道条例の一部を改正する条例 原案可決

議案第46号 会津若松市道路占用料等条例の一部を改正する条例 原案可決

議案第47号 字の区域の変更について 可決

議案第48号 字の区域の変更及び画定について 可決

議案第49号 平成27年度会津若松市一般会計補正予算（第１号） 原案可決

議案第50号 平成26年度会津若松市一般会計補正予算（第９号） 原案可決

議案第51号 平成27年度会津若松市一般会計補正予算（第２号） 原案可決

意見書案第１号 商工業等への営業損害賠償に係る打ち切り素案の撤回について 原案可決

意見書案第2号 福島県最低賃金の引き上げと早期発効について 原案可決
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議案番号 件　　　　　　　　　　名 議決結果

4月臨時会

議案第52号 財産の取得について 可決

承認第1号 会津若松市税条例等の一部を改正する条例の専決処分について 承認

6月定例会

議案第53号 平成27年度会津若松市一般会計補正予算（第３号） 原案可決

議案第54号 会津若松市税条例等の一部を改正する条例 原案可決

議案第55号 会津若松市介護保険条例の一部を改正する条例 原案可決

議案第56号 会津若松市国民健康保険税条例等の一部を改正する条例 原案可決

議案第57号 会津若松市公設地方卸売市場条例の一部を改正する条例 原案可決

議案第58号 公営住宅建設事業城前団地第１棟新築工事請負契約の一部変更について 可決

意見書案第３号 地方財政の充実・強化について 原案可決

意見書案第４号 被災児童生徒等就学支援交付金による就学支援事業の継続について 原案可決

意見書案第５号 国際平和支援法案及び平和安全法制整備法案の慎重審議を求める意見書について 原案可決

意見書案第６号 政府による責任ある米政策の確立と若者が新規就農できる環境の整備について 原案可決

8月臨時会

承認第２号 監査委員の選任について 同意

9月定例会

議案第59号 平成27年度会津若松市一般会計補正予算（第４号） 原案可決

議案第60号 平成27年度会津若松市国民健康保険特別会計補正予算（第１号） 原案可決

議案第61号 平成27年度会津若松市湊町簡易水道事業特別会計補正予算（第１号） 原案可決

議案第62号 平成27年度会津若松市西田面簡易水道事業特別会計補正予算（第１号） 原案可決

議案第63号 平成27年度会津若松市観光施設事業特別会計補正予算（第１号） 原案可決

議案第64号 平成27年度会津若松市下水道事業特別会計補正予算（第１号） 原案可決

議案第65号 平成27年度会津若松市地方卸売市場事業特別会計補正予算（第１号） 原案可決

議案第66号 平成27年度会津若松市扇町土地区画整理事業特別会計補正予算（第１号） 原案可決

議案第67号 平成27年度会津若松市農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号） 原案可決

議案第68号 平成27年度会津若松市介護保険特別会計補正予算（第１号） 原案可決

議案第69号 平成27年度会津若松市個別生活排水事業特別会計補正予算（第１号） 原案可決

議案第70号 平成27年度会津若松市三本松地区宅地整備事業特別会計補正予算（第１号） 原案可決

議案第71号 平成27年度会津若松市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） 原案可決

議案第72号 会津若松市個人情報保護条例の一部を改正する条例 原案可決

議案第73号 会津若松市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例 原案可決

議案第74号 会津若松市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例 原案可決

議案第75号 会津若松市手数料条例の一部を改正する条例 原案可決

議案第76号 会津若松市保育所条例の一部を改正する条例 原案可決

議案第77号 会津若松市放課後児童健全育成事業に関する条例の一部を改正する条例 原案可決

議案第78号 会津若松市立幼稚園条例の一部を改正する条例 原案可決

議案第79号 会津若松河東工業団地用地取得費の助成に関する条例の一部を改正する条例 原案可決

議案第80号 会津若松市市営住宅管理条例の一部を改正する条例 原案可決

議案第81号 住居表示をする区域及び方法について 可決

議案第82号 土地改良事業の一部変更について 可決

議案第83号 会津若松市下水浄化工場改築工事委託協定の一部変更について 可決
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議案番号 件　　　　　　　　　　名 議決結果

議案第84号 市道の認定について 可決

議案第85号 市道の廃止について 可決

議案第86号 市道の変更について 可決

議案第87号 民事調停の申立て及び当該民事調停の不成立等の場合における訴えの提起につい

て

可決

議案第88号 平成26年度会津若松市水道事業剰余金の処分について 可決

議案第89号 会津若松市議会会議規則の一部を改正する規則 原案可決

議案第90号 議員の派遣について 可決

承認第３号 平成26年度会津若松市一般会計歳入歳出決算の認定について 認定

承認第４号 平成26年度会津若松市国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について 認定

承認第５号 平成26年度会津若松市湊町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について 認定

承認第６号 平成26年度会津若松市西田面簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

て

認定

承認第７号 平成26年度会津若松市観光施設事業特別会計歳入歳出決算の認定について 認定

承認第８号 平成26年度会津若松市下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について 認定

承認第９号 平成26年度会津若松市地方卸売市場事業特別会計歳入歳出決算の認定について 認定

承認第10号 平成 26年度会津若松市扇町土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて

認定

承認第11号 平成26年度会津若松市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定について 認定

承認第12号 平成26年度会津若松市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について 認定

承認第13号 平成26年度会津若松市個別生活排水事業特別会計歳入歳出決算の認定について 認定

承認第14号 平成 26年度会津若松市三本松地区宅地整備事業特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて

認定

承認第15号 平成26年度会津若松市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について 認定

承認第16号 平成26年度会津若松市水道事業会計決算の認定について 認定

承認第17号 副市長の選任について 同意

承認第18号 監査委員の選任について 同意

承認第19号 教育長の任命について 同意

承認第20号 公平委員会委員の選任について 同意

承認第21号 固定資産評価員の選任について 同意

意見書案第７号 森林吸収源対策に係る安定財源確保及び山村振興対策の推進について 原案可決

意見書案第８号 安全保障関連２法（国際平和支援法、平和安全法制整備法）の廃止について 原案可決

10月臨時会

議案第91号 議員の派遣について 可決

か議案第92号 議員の派遣について 可決

議案第93号 議員の派遣について 可決

議案第94号 議員の派遣について 可決

議案第95号 鶴城小学校校舎教室棟新築工事請負契約の一部変更について 可決

議案第96号 鶴城小学校校舎管理棟新築工事請負契約の一部変更について 可決

議案第97号 鶴城小学校屋内運動場新築工事請負契約の一部変更について 可決

11月臨時会

議案第98号 平成27年度会津若松市一般会計補正予算（第５号） 原案可決

-27-



議案番号 件　　　　　　　　　　名 議決結果

12月定例会

議案第99号 平成 27年度会津若松市一般会計補正予算（第６号） 原案可決

議案第100号 平成 27年度会津若松市水道事業会計補正予算（第１号） 原案可決

議案第101号 平成 27年度会津若松市国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 原案可決

議案第102号 平成 27年度会津若松市観光施設事業特別会計補正予算（第２号） 原案可決

議案第103号 平成 27年度会津若松市下水道事業特別会計補正予算（第２号） 原案可決

議案第104号 平成 27年度会津若松市地方卸売市場事業特別会計補正予算（第２号） 原案可決

議案第105号 平成 27年度会津若松市扇町土地区画整理事業特別会計補正予算（第２号） 原案可決

議案第106号 平成 27年度会津若松市農業集落排水事業特別会計補正予算（第２号） 原案可決

議案第107号 平成 27年度会津若松市介護保険特別会計補正予算（第２号） 原案可決

議案第108号 平成 27年度会津若松市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号） 原案可決

議案第109号 会津若松市税条例等の一部を改正する条例 原案可決

議案第110号 会津若松市印鑑条例の一部を改正する条例 原案可決

議案第111号 会津若松市ひとり親家庭医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例 原案可決

議案第112号 会津若松市立小学校及び中学校設置条例の一部を改正する条例 原案可決

議案第113号 会津若松市下水道条例の一部を改正する条例 原案可決

議案第114号 会津若松市鶴城コミュニティセンターの指定管理者の指定について 可決

議案第115号 会津若松市河東農村環境改善センターの指定管理者の指定について 可決

議案第116号 会津若松市公設地方卸売市場の指定管理者の指定について 可決

意見書案第9号 公立小中学校の教職員数の充実・確保について 原案可決
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　条例制定に向けた議会改革の原点は、平成 17年か

ら18年にかけて、政治倫理条例制定への検討に着手

したことから始まる。その後、平成19年 4月の市議

会議員の改選による新たな議会、新たな議長のも

と、政治倫理条例をはじめとする議会制度の検討と

いう形で、改めて取り組んでいくことになった。

平成19年 6月には、議長より「議会のあり方を見

極め、市民の負託に応えうる議会づくりを実現させ

るためのツール」として、議会基本条例の制定をは

じめとする検討事項が提案され、7月には「議会制

度検討委員会」が設置された。

議会制度検討委員会は、議長から議会制度の検討

にかかる諮問を受け、平成 20 年 6 月の答申を目指

し、理論・事例研究やパブリックコメント、市民と

の意見交換会などを開催しながら、調査研究と具体

的検討を積み重ねてきた。委員には、議員のみでな

く、公募による市民や学識経験者委員も加わるな

ど、多様な視点での検討を行ったところも特色の一

つである。

こうした取り組みの結果、平成20年 6月定例会に

「議会基本条例」及び「議員政治倫理条例」を議員

提案し、原案可決されたところである。

議会改革（基本条例＋倫理条例）

＝【内部・外部環境分析】＋【理論研究】＋

【事例研究】＋【市民参加】＋【将来展望】

【内部・外部環境】 ⇒　強み＋弱み＋機会＋脅威

【理　論　研　究】 ⇒　神原勝教授、松野光伸教授

による指導　

【事　例　研　究】 ⇒　伊賀市議会安本美栄子議員

による協力　

【市　民　参　加】 ⇒　公募市民委員＋パブリック

コメント＋試行的意見交換

会（150人・80項目）

【将　来　展　望】 ⇒　会津若松の持続的発展への

願い

◆議会基本条例の全体構成

◆議員政治倫理条例の全体構成
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 議会基本条例・議員政治倫理条例 議会基本条例・議員政治倫理条例
議会改革の取り組み

具体的な検討フレーム

議会基本条例

 １　前　　文   2　目　　的

   3　議会・議員の活動原則

   4　市民と議会の新たな関係

　　　市　　民

 　 議　　会

情
報
公
開
・
共
有

意
見
交
換
会

   5  市長と議会の関係

   6  自由討議の活性化

  7  議会の体制整備・機能強化

  8  公正と信頼の基盤づくり

議員政治倫理条例

 １　前　　文   2　目　　的

   3　議　員　の　責　務

   4　市　民　の　役　割

　　　　  5 政治倫理基準

　　　　  6 就業等の報告義務

　　　　  7 問　責　制　度

８
審
査
請
求
権

　
　
　
審
査
会

９
政
治
倫
理

   10　議　会　の　措　置



◆ 過去3年間の当初予算　　　　（単位：千円)

区　　分 平成28年度 平成27年度 平成26年度

報酬 162,084 162,084 162,084

給料 46,953 45,998 46,629

職員手当等 84,505 81,096 79,396

共済費 81,116 118,529 102,005

報償費 881 1,250 1,161

旅費 5,777 5,341 6,143

交際費 1,200 1,200 1,200

需用費 9,057 7,459 8,330

役務費 1,134 1,164 1,079

委託料 9,606 9,198 9,270

使用料及び賃借料 397 329 365

備品購入費 50 503 403

負担金補助及び交付金 13,606 13,657 13,620

公課費 51 51 51

合　計 416,417 447,859 431,736

一般会計に占める割合 0.89％ 0.91％ 0.94％

  議員報酬等については、特別職の職員の給与に

関する条例に基づき支給される。

なお、下記報酬の推移については、市長が会津若

松市特別職報酬等審議会の答申を踏まえて議会へ

条例改正案を提出し、議決を経て改正されたもの

である。

◆議員報酬の推移             （単位：千円)

区　分

改　正　年　月　日

平成25年

1月 1日

平成16年

1月 1日

平成8年

4月1日

平成6年

10月 1日

議 長 514 553 582 550

副議長 477 513 540 510

議 員 447 481 506 478

◆特別職等の給与の推移       （単位：千円)

区  分

改  正  年  月  日

平成25年

1月 1日

平成16年

1月 1日

平成15年

7月 1日

平成15年

4月 1日

市　長 937 1,008 1,043 1,159

※副市長 752 809 809 899

常勤の

監査委員
575 619 619 688

教 育 長 668 719 719 799

水道事業

管理者
668 719 719 799

※平成19年 3月 31日までの職名は、助役。

◆費用弁償

  ○本会議に出席したとき、または常任委員会、特

　別委員会及び議会運営委員会に委員として出席し

　たときは、次の区分により費用を弁償していたが

　平成19年度から廃止とした 。

   ・居住地から片道8㎞未満 １日につき 1,500円

   ・居住地から片道8㎞以上 １日につき 1,750円

○当該会議又は委員会終了時刻の延長、その他や

むを得ない事情により宿泊したときは、居住地か

ら片道 8km以上の場合、宿泊料の実費を支給する

こととしていたが、平成20年 9月から廃止とした。

◆旅費等（平成2年10月 1日適用）

   ○ 日当   3,000円 (県内については1,500円)

　　　　　　　　※　平成15年 4月 1日適用

　 ○ 宿泊料

　　宿泊料 地　　　域

甲地方の地域

14,800円

さいたま市、千葉市、東京都特別

区、横浜市、川崎市、名古屋市、

京都市、大阪市、堺市、神戸市、

広島市、福岡市

乙地方の地域

13,300円
甲地方以外の地域

◆期末手当（平成28年 4月 1日適用）

　報酬月額と報酬月額の 20％の合計額に下記の割

合を乗じた額を支給する。

○ 6月 ……150.0％　 ○ 12月 ……160.0％

◆行政調査等旅費

  従前は年一人当たり90,000円 の予算であったが、

平成21年度より年一人約 90,000円の予算の範囲内で

各委員会（分科会）毎に講師謝礼・講師の費用弁償及

び行政調査の旅費に振り分け、調査費用としている。

◆市議会政務活動費

  ｢会津若松市議会政務活動費の交付に関する条

例｣(平成 13年 4月 1日施行）に基づき、1カ月一人

当たり35,000円に所属する議員数を乗じた額を、毎

年度 4月(4月～9 月分)と 10月(10月～3 月分)に各

会派に対し交付する。条例制定時は名称が政務調査
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 議 会 費 等 議 会 費 等
議　　会　　費

報酬・費用弁償等



費で月額一人 50,000 円、平成 17年度より月 45,000

円、平成21年度からは現在の額に改正された。

　地方自治法の一部改正に伴い、名称が平成25年3

月から政務活動費に改められた。

　なお、これまでの申し合わせ事項を整理した「会

津若松市議会政務活動費ガイドライン」（平成27年

４月から適用）を作成した。

◆先例集
  議会の能率的かつ円滑な運営に資するため、本市
議会における一連の先例や事例をまとめたものであ
る。４年に一度改訂版を発行している。

  ○ 創    刊   昭和 63年 3月

　○ 発行回数   ４年ごと

  ○ 発行部数   50部

  ○ 配    布   議員、議会事務局職員

◆会議録
  定例会の会議録は、次回定例会の10日前までに作
成し、議員及び当局の各部に配布している。また、
臨時会の会議録についてもその都度作成し、配布し
ている。

  ○ 発行回数   定例会及び臨時会ごと

　○ 発行部数  80部

  ○ 配    布   議員、当局各部

  ○ 会議録検索システム

  　   平成 19年以降の本会議及び平成26年以降の委員
会について、市のホームページより会議録の検索・
閲覧ができる。

◆あいづわかまつ広報議会
  議会の活動状況を市民に知らせるため、本会議、
委員会等の内容を掲載している。また、改選時には
全議員の紹介や委員会構成などを掲載した臨時号を
発行している。

  ○ 創    刊   昭和 49年 5月 15日

　○ 発行回数   年 4回(定例会の翌々月１日発行)、

　　　　　　　　改選時に臨時号

  ○ 発行部数   52,500～52,800部

  ○ 配    布   市内全世帯(町内会を通して配布)

○ 声の広報議会　

　　　平成22年度より朗読ボランティアサークル

　　に音声データの作成、利用者へ記録媒体の送

　　付を委託。市議会ウェブサイトにも掲載。

○ 点字版広報議会　

　　　平成28年度より点字ボランティアサークル

　　に点字版広報議会の作成を委託。利用者への

　　送付は議会事務局が行っている。

◆見て知って参加するための手引書

　　～会津若松市議会白書～
  市民との協働型議会を目指し、議会の「見える
化」を図るため、年１回発行し、市内の公共施設等
に設置している。議会のしくみや議会活動の概要を
掲載した本編と具体的な議決事項や取り組み内容を
掲載した資料編の２部構成。平成 26年度・28年度
には本編を市内全世帯へ配布した。

  ○ 創    刊   平成25年

　○ 発行回数   年１回

  ○ 発行部数   210部

　　　　　　　　(平成26年度・28年度に市内全世

　　　　　　　　　帯へ配布した部数は53,000部)

　○ 配    布   市内の学校、公民館など

　　　　　　　(平成 26・28年度には市内全世帯
へ配布)

◆会津若松の市政
  会津若松市政全般の主要事項を収録し、各議員に
配布している。

  ○ 創    刊   昭和 61年 12月

　○ 発行回数   年１回

  ○ 発行部数   50部

  ○ 配    布   議員、議会事務局職員など

◆月報ぎかい
  毎月 10日に議会の動きや今後の予定、各種情報を
掲載し、各議員に配布している。また、定例会招集
日の約10日前には、定例会の日程等を掲載した臨時
号を発行している。

  ○ 創    刊   昭和 52年２月15日

　○ 発行回数   月１回、定例会前に臨時号

  ○ 発行部数   42部

  ○ 配    布   議員、議会事務局職員

◆会津若松市議会史
市制施行 90周年記念事業の一環として編さん事

業に着手したものであり、議会が果たしてきた役割
や位置づけを明確にするものである。

  ○ 発    行   平成6年度から平成10年度までに

年表編、資料編Ⅰ・Ⅱ、記述編
Ⅰ・Ⅱの5巻を刊行

  ○ 発行部数   1,000部

◆映像配信
　本会議及び予算決算委員会の映像をインターネッ
トによりライブ中継と録画中継で配信している。

　ライブ中継はユーストリームを、録画中継はユー
チューブを活用している。また、議会事務局におい
て、議会映像を録画したブルーレイディスクの貸し
出しを行っている。
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◆蔵書数　　 　   （ 平成28年 4月 1日現在 ）

区　　　分 冊　　数

議　　　　 　　会 132

行　　　財 　　政 124

辞　　　　　　 典 53

歴史・地誌・その他 214

議 会 史  ・ 市 史 243

現　行　法　規　等 244

合　　　計 1,010

  市の各種事務事業や議会改革等に関して、他自治
体の議会関係者や各種研究機関等からの視察の受け
入れを行っている。

◆行政視察の受け入れ状況

区　分
平成27年度 平成26年度

件　数 人　数 件　数 人　数

4月 1 11 6 44

5月 2 4 11 110

6月 1 16 1 3

7月 13 116 18 150

8月 5 29 6 48

9月 0 0 2 10

10月 13 124 26 245

11月 9 87 15 126

12月 1 6 0 0

1月 4 33 5 24

2月 7 35 3 22

3月 1 6 1 4

合計 57 467 94 786

◆事務局機構　　　（ 平成28年 4月 1日現在 ）

　○ 定数 13人

　○ 現員11人　　　 総務グループ　２人

   事務局長－次長　  （副主幹 1、主査1）

  　 　　　　　　　　議事調査グループ　７人

　　　　　　(主幹 1、主査5、主任主事1）
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市　長 副市長 企画政策部 企画調整課 企画政策グループ

協働・男女参画室

地域づくり課 地域政策グループ

秘書広聴課 秘書グループ

広報広聴グループ

北会津支所 まちづくり推進課 まちづくり推進グループ　

地域支援グループ

住民福祉課 住民福祉グループ

住民税務グループ　

河東支所 まちづくり推進課 まちづくり推進グループ　

地域支援グループ

住民福祉課 住民福祉グループ

住民税務グループ　

財　務　部 財政課 財政グループ

税務課 諸税グループ

市民税グループ

土地グループ

家屋・償却資産グループ

納税課 納税推進グループ

徴収グループ

総　務　部 総務課 総務管財グループ

文書法規グループ

人事課 人事グループ

給与厚生グループ

情報政策課 情報管理グループ

統計グループ

契約検査課 入札契約グループ

工事検査グループ

市　民　部 環境生活課 環境グループ

住民自治グループ

危機管理課 危機対策グループ

消防グループ

交通防犯グループ

市民課 総務グループ　

住基グループ　

戸籍グループ

（斎場）

廃棄物対策課 総務グループ

業務グループ

湊市民センター

大戸市民センター

北市民センター

南市民センター

一箕市民センター

東市民センター

平成28年4月1日
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市　長 副市長 健康福祉部 地域福祉課 地域福祉グループ

生活支援グループ

保護グループ

臨時給付金グループ

障がい者支援課 支援グループ

窓口グループ

高齢福祉課 高齢者福祉グループ

地域支援グループ

介護保険管理グループ

介護保険給付グループ

こども家庭課 こども家庭支援グループ

こども給付グループ

（母子生活支援施設すずらん寮）

こども保育課 企画グループ

保育グループ

（児童館）

（保育所）

（幼稚園）

国保年金課 医療給付グループ

窓口グループ

国保税収納グループ

健康増進課 総務グループ

保健指導グループ

観光商工部 観光課 観光振興グループ

広域観光グループ

商工課 商工労政グループ

地場産業振興グループ

中心市街地活性化グループ

企業立地課 企業立地グループ

農　政　部 農政課 農業企画グループ

農業活性化グループ

農業担い手グループ

（基幹集落センター）

農林課 森林林業グループ

農村整備グループ

建　設　部 都市計画課 総務グループ

計画開発グループ

建築指導グループ

景観グループ

花と緑の課 花と緑のグループ

公園グループ

区画整理課 総務グループ

事業グループ

移転グループ

下水道課 総務グループ

計画グループ

建設グループ

管理グループ

（下水浄化工場）

道路建設課 総務グループ

用地グループ

建設グループ

道路維持課 総務グループ

路政グループ

維持グループ

（道路河川管理センター）

河川グループ

建築課 管理グループ

建築グループ

住宅グループ

設備グループ

会計管理者 会計課 審査グループ

出納グループ



（庁舎の概要）

区　分 敷地面積 建物延床面積 構　　造 建 設 年 月 日 備 考

本庁舎

旧　館

6,138.05㎡

2,450.26㎡ 鉄筋コンクリート造 昭和12年 7月 1日

新　館 1,621.79㎡ 陸屋根3階建一部4階 昭和33年 5月 1日

その他 933.60㎡ 車庫等

栄町第一庁舎 1,868.38㎡ 2,235.98㎡
鉄筋コンクリート造

陸屋根4階建一部地下
昭和58年 12月 1日

栄町第二庁舎 4,350.00㎡ 2,994.18㎡ 鉄骨造2階建 平成10年 3月 1日

栄町第三庁舎 － 370.83㎡
鉄筋コンクリート造

地上6階、地下1階
昭和31年

NTT東日本-東北

会津若松ビル内

追手町第一庁舎 618.93㎡ 552.81㎡
鉄筋コンクリート造

陸屋根2階建
昭和35年 4月 1日

追手町第二庁舎 23,669.69㎡ 5,071.09㎡
鉄筋コンクリート造

陸屋根４階建の一部
昭和40年 2月 13日

水道部庁舎 5,216.18㎡ 1,753.60㎡
鉄筋コンクリート造

陸屋根2階建
平成3年12月 18日
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議　会 議会事務局 総務グループ

議事調査グループ

教育委員会 教　育　長 教育総務課 総務グループ

財務グループ

あいづっこ育成推進室

学校教育課 教育振興グループ

保健給食グループ

文化課 文化振興グループ

文化財グループ

スポーツ推進課 スポーツ推進グループ

教育機関 生涯学習グループ

図書館グループ

（中央公民館神指分館）

北公民館

南公民館

大戸公民館

一箕公民館

東公民館

湊公民館

北会津公民館

河東公民館

小学校

中学校

学校給食センター

選挙管理委員会 選挙管理委員会事務局

監査委員 監査事務局

公平委員会

固定資産評価審査委員会

農業委員会 農業委員会事務局

水道事業管理者 水　道　部 総務課 総務グループ

財務グループ

料金グループ

施設課 施設グループ

浄水場グループ

管理グループ

教育委員会
事務局

生涯学習総合センター
　（中央公民館）
　（会津図書館）



  市長は、明治 21年公布の市制町村制では、任期 6年の有給吏員で、内務大臣が市会の推薦した 3名の候補者のう

ちから上奏裁可を請うて選任した。以後、明治 44年に任期4年、大正15年に市会の選挙で選任（裁可が不要）、昭

和18年に内務大臣が市会の推薦により勅裁を経て選任、昭和21年に普通選挙による選挙と法改正された。

歴代 氏    名 就任年月日 退任年月日 歴代 氏    名 就任年月日 退任年月日

初代 秋 山  清 八 明治 32. 7.26 明治 35. 3.26 19 横 山     武   23. 3.28   27. 3.27

2 齋 藤     庸   35. 5.15   36. 9.23 20 村 井  八 郎   27. 3.28   31. 3.27

3 佐 治  幸 平   36.11.26   39. 9.15 21 横 山     武   31. 3.28   35. 3.27

4 松 本  時 正   39.10.15  大正元.10.10 22 横 山     武   35. 3.28   39. 3.27

5 小野木源次郎 大正元.12.25    3. 6.18 23 横 山     武   39. 3.28   43. 3.27

6 秋 山  清 八    3. 7.29    4. 5. 7 24 高瀬喜左衛門   43. 3.28   47. 3.27

7 松 本  時 正    4. 6.21    8. 6.16 25 高瀬喜左衛門   47. 3.28   51. 3.27

8 松 本  時 正    8. 6.17   11. 5.15 26 高瀬喜左衛門   51. 3.28   55. 3.27

9 松 江  豊 壽   11.12.27   14.11.12 27 桜 木  幸 次   55. 3.28   58. 5. 9

10 佐 藤  佐 吉   15. 7.28   15.11.28 28 猪 俣  良 記   58. 6.26   62. 6.25

11 穴 澤  義 弘 昭和  2. 2.16 昭和  6. 2.15 29 早 川  廣 中   62. 6.26 平成 3. 6.25

12 佐 藤  佐 吉    6. 6.29    8. 6.27 30 山 内 日出夫 平成 3. 6.26    7. 6.25

13 須 藤     素    8.10. 7    9.12. 6 31 山 内 日出夫    7. 6.26   11. 3.31

14 佐 瀬     剛   10. 2.22   14. 2.21 32 菅 家  一 郎   11. 4.25 15. 4.24

15 鈴 木  寅 彦   14. 5. 1   16. 9.18 33 菅 家  一 郎   15. 4.27 19. 4.26

16 高 山  輝 義   17. 7. 1   20.11. 5 34 菅 家  一 郎   19. 4.27   23. 8. 6

17 江 花     静   20.12.11   22. 4. 4 35 室 井  照 平   23. 8. 7   27. 8. 6

18 小日山  武夫   22. 4.15   23. 2.14 36 室 井  照 平   27. 8. 7  

助役は、明治 21年公布の市制町村制では、任期 6年の有給吏員で、市会で選挙し県知事の認可を受け選任

した。以後、明治 44年に任期 4年で市長の推薦により市会で定め県知事の認可を受け選任、大正 15年に県知

事の認可不要、昭和 18年に県知事の認可を受け市長が選任、昭和 21年に議会の同意を得て市長が選任と法改

正された。

歴代 氏    名 就任年月日 退任年月日 歴代 氏    名 就任年月日 退任年月日

初代 黒 沢 彦三郎 明治 32. 9. 2 明治 34. 9.18 18 森        武   31.12.16   35.12.15

2 齋 藤     庸   35. 2.17   35. 5.15 19 森        武   35.12.16   39. 8.17

3 松 川     勇   35. 9.22   40. 5. 4 20 清 野  清 二   39. 9.18   43. 9.17

4 池 上 勝太郎   40.10.24   42.10.19 21 中 野  五 郎   44. 1. 1   47.12.31

5 菊 地  義 道   43. 2. 7 大正  5. 2. 5 22 中 野  五 郎   48. 1. 1   51.12.31

6 菊 地  義 道 大正  5. 2. 6    9. 2. 5 23 安 達  慶 雄   52. 4. 1   53.11. 5

7 菊 地  義 道    9. 2. 6   13. 2. 5 24 桜 木  幸 次   54. 1. 1   54.12.17

8 菊 地  義 道   13. 2.10 昭和  3. 2. 8 25 長 郷  隆 弥   55. 6.21   59. 6.20

9 菊 地  義 道 昭和  3. 2. 9    7. 2. 8 26 長 郷  隆 弥   59. 6.21   62. 6.25

10 菊 地  義 道    7. 7.25   11. 7.24 27 菅 野     弘   62. 8. 1 平成元. 3.31

11 菊 地  義 道   11. 7.25   14. 6. 5 28 渡 部     修 平成元. 5.15    4. 3.31

12 稲 垣 潤太郎   14. 6. 5   17. 7. 1 29 鈴 木  健 祐    4. 4. 1    8. 3.31

13 田 中  六 郎   17. 7.16   20.12.24 30 岡 本  禎 二    8. 4. 1   12. 3.31

14 島 田  一 郎   21. 1.23   22. 6.15 31 小 林  欽 吉   12. 4. 1 　14. 2.27

15 松 崎     誠   22. 7. 8   23. 4.21 32 鈴 木  雄 次 　14. 4. 1   17. 3.31

16 小 澤     清   23. 4.27   27. 4.26 33 木 戸  利 隆 　17. 4. 1   19. 3.31

17 丸 山  太 郎   27.12.16   31.12.15
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 特 別 職　　　　　 特 別 職　　　　　
歴 代 市 長

歴 代 助 役



 平成 19年より地方自治法の改正に伴い、助役に代えて副市長が置かれることとなった。議会の同意を得て市

長が選任し、任期は4年である。

  収入役は、明治 21年市制町村制では、任期 6年の有給吏員で、市参事会の推薦により市会で選任し県知事

の認可を受け決定した。以後、明治 44 年に任期 4年で市長の推薦により市会で定め県知事の認可を受け選

任、大正 15年に県知事の認可不要、昭和 18年に議会の同意を得て市長が選任、平成 18年の法改正により収

入役制度が廃止された。ただし、在職中にある者は、任期満了までの経過措置が設けられた。

歴代 氏    名 就任年月日 退任年月日
歴

代
氏    名 就任年月日 退任年月日

初代 星 野  善 藏 明治 32. 9.15 明治 38. 9.14 16 大 内     功   33. 2. 3   37. 2. 2

2 星 野  善 藏   38. 9.15   44. 9.14 17 大 内     功   37. 2. 3   41. 2. 2

3 星 野  善 藏   44. 9.15 大正 3. 5. 3 18 菊 地  義 雄   41. 3.28   45. 3.27

4 神 山  省 三 大正 5. 5.17    9. 5.14 19 菊 地  義 雄   45. 3.28   49. 3.27

5 神 山  省 三    9. 5.15   11. 4.15 20 安 達  慶 雄   49. 3.28   52. 3.31

6 野 村  鐵 江   12. 5. 1 昭和  2. 4.26 21 桜 木  幸 次   52. 4. 1   53.12.31

7 野 村  鐵 江 昭和  2. 4.27    6. 4.26 22 松 本  善 夫   54. 1. 1   57.12.31

8 野 村  鐵 江    6. 4.27   10. 4.26 23 松 本  善 夫   58. 1. 1   60. 3.31

9 野 村  鐵 江   10. 4.27   11. 6.25 24 木 村  嘉 忠   60. 4. 1   62. 6.25

10 田 中  六 郎   11. 8. 1   15. 7.31 25 齋 藤     豊   63. 1. 1 平成 3.12.31

11 田 中  六 郎   15. 8. 1   17. 7.15 26 佐 藤     潤 平成 4. 1. 1    7.12.31

12 大 高 浩太郎   17. 7.16 7月 15日 27 角     昌 幸    8. 1. 1   11.12.31

13 日 下     信   21. 8.20   23. 2.14 28 渡 部  豊 一   12. 1. 1 14. 2.28

14 森        武   23. 4.27   27. 4.26 29 芳 賀  公 平 　14. 4. 1 18. 3.31

15 鈴 木 英一郎   28. 9.30   32. 9.29 30 鈴 木  清 章 　18. 4. 1 19. 6.30

◆教育委員会

職     名 氏    名 就任年月日 任期

教   育   長 本 田 　 樹 H 27.11. 1 3年

教育長職務代理者 一 ノ 瀨 美 枝 H 25.10. 1 4年

委     員 松 本 健 男 H 26.10. 1 4年

委     員 大 波 敏 昭 H 24.10. 1 4年

委     員 白 井 美 津 子 H 24.10. 1 4年

◆選挙管理委員会

職     名 氏    名 就任年月日 任期

委   員   長 刈 田 正 一 H27.12.21 4年

委員長職務代理者 小 原 サ ヨ 子 H27.12.21 4年

委     員 長 尾 精 記 H27.12.21 4年

委     員 渡 部 久 雄 H27.12.21 4年

◆公平委員会

職     名 氏    名 就任年月日 任期

委   員   長 沼 崎  浩 H24.10. 1 4年

委員長職務代理者 小 池  達 哉 H26. 7. 7 4年

委     員 田 中  秋  H27. 9.17 4年

◆農業委員会

職     名 氏    名 就任年月日 任期

会     長 梶 内 　 正 信 H26. 7.20 3年

会長職務代理者 手 代 木 久 司 H26. 7.20 3年

会長職務代理者 渡 部 晴 日 子 H26. 7.20 3年

◆監査委員

職     名 氏    名 就任年月日 任期

代表監査委員 江 川 辰 也 H27.10. 1 4年

監 査 委 員 戸 川 稔 朗 H27. 8.24 ※

            　　　　　　　　　　※議員の任期中 
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歴 代 副 市 長

歴代 氏    名 就任年月日 退任年月日

初代 鈴 木  清 章 平成 19. 7. 1 平成 23. 6.30

2 田 辺　賢 行    23.10. 1 27. 9.30

3 齋　藤　　勝 　 27.10. 1

歴 代 収 入 役

行政機関の委員



◆固定資産評価審査委員会

職     名 氏    名 就任年月日 任期

委   員   長 宮 崎   清 子 H25. 10. 1 3年

委員長職務代理者 加 藤　藤 芳 H25. 10. 1 3年

委     員 齋 藤  正 弘 H25. 10. 1 3年

委　　 員 福 原  久 雄 H25. 10. 1 3年

委　　 員 渡 邊　富 雄 H25. 10. 1 3年
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本市は、県内でも先がけて市町村合併に取り組

み、平成16年 11月 1日に北会津村と、平成17年 11

月 1日には河東町と合併した。そのため、合併後の

新市として、新たな枠組みで長期的かつ総合的なビ

ジョンのもとに、一体的にまちづくりを推進するた

め、第６次長期総合計画を策定した。

この計画は、合併時に策定した「会津若松市・北

会津村新市建設計画」及び「会津若松市・河東町新

市建設計画」を踏まえ、魅力ある「会津若松市」を

築いていくための指針となるものである。計画に掲

げる本市の将来都市像を市民と行政が共有し、同じ

目標に向かってまちづくりに取り組むことにより、

新会津若松市の創造を目指すものである。

◆計画の位置づけと性格

　(1) 最上位に位置づけられる計画

市の最上位計画として、個別の計画や政策に

方向性を与え、整合性を確保する。

  (2) 市民と行政が共有する計画

市民と行政が目標を共有し、互いに協力し

合ってまちづくりを進める指針を示す。

  (3) 市政運営の指針を示す計画

長期的な視点に立って、将来のまちづくりに

関する基本的な方向と目標を明らかにするとと

もに、市政運営の指針を示する。

  (4) まちづくりの目標を示す計画

各種の指標を設定するなど、まちづくりの目

標を明示する。

◆計画の名称

　この計画は、正式名称を「第６次会津若松市長期

総合計画」とし、愛称については、会津若松市と北

会津村及び河東町との合併後最初の長期総合計画で

あり、新市の未来をともに築いていくとの思いか

ら、「新生会津　未来創造」とする。

◆計画の期間と構成

  (1) 計画の期間

      計画の期間は、平成19年度を初年度とし、平

    成 28年度を最終年度とする10ヵ年とする。

　(2) 計画の構成

  計画は、「基本構想」、「基本計画」及び「

    地域別将来展望」で構成する。

◆計画策定までの市民の参画

  計画の策定にあたっては、より多くの市民の

方々の意見や提言を計画に反映させることを基本

とし、下記により、合計で延べ約 5,500 人の方か

ら直接ご意見を伺った。

●市民満足度調査

●まちづくり小・中・高・大学生アンケート

●まちづくり事業所アンケート

●市民ワークショップ

●地区別懇談会

●各種団体懇談会

●職員アンケート調査

●パブリックコメント

◆社会の動向

●人口減少と少子高齢化の進行

●産業・雇用構造の変化

●安全・安心な社会のための危機管理

●環境問題に対する意識の高まり

●高度情報社会の浸透

●地方分権の進展

◆ 市民ニーズの状況

□ 重要度が高い項目

●地球環境の保全と資源循環型の地域社会づくり

●安全安心な地域社会づくり

●のびやかな子どもが育つ地域社会づくり

□ 満足度が低い項目

●雇用の安定確保と労働福祉充実

●身近な住環境の整備

●中心市街地の活性化

◆会津若松市の地域特性

●豊かな自然と全国的に知名度の高い歴史・文化

●歴史と伝統・風土に育まれた地場産品

●高品質の農産物

●会津大学の学術研究機能

●会津の中核的な都市

◆会津若松市の課題

●超少子・高齢社会への対応

●人口減少時代への対応

●地域経済の活性化

●安全・安心なまちづくりの推進

●行財政基盤の強化
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 第 6次長期総合計画「新生会津 未来創造」 第6次長期総合計画「新生会津 未来創造」

       １ 計画策定の趣旨

         ２ 計画の枠組み

        ３ 計画策定の背景



1　まちづくりの基本理念

「市民とともに築く元気なまち」
　新会津若松市は、北会津村及び河東町との合併を

好機と捉え、地域の特性をいかし課題を克服しなが

ら、市民と行政とが幅広い分野でまちづくりの良き

パートナーとして連携して取り組む「協働によるま

ちづくり」を一層推進し、活気と活力があふれる元

気なまちを創造していくために、まちづくりの基本

理念を「市民とともに築く元気なまち」とする。

2　理想とする姿（将来像）

「歴史・自然・文化が薫る　

誇りと輝きに満ちたふるさと」
　新会津若松市は、北会津村と河東町との合併によ

り市域が広がり、より一層豊かな自然を包含するこ

ととなった。この豊かな自然とともに、多くの先人

によって培われてきた歴史・文化など、他にはない

貴重な地域の資源をいかしながら、豊かで活気があ

り、「人」と「まち」がいきいきと輝き満足度が高

く魅力的なまち、そして、住んでみたい、住んでよ

かった、いつまでも住みつづけたいと心から思える

ような、安全・安心でやすらぎのある「ふるさと会

津」を創造することを将来像とする。

3　１０年間の基本目標

「ともに育む　会津ブランドを

　　　いかした活力あるまち」
今後 10 年間は、合併後の新市として一体化を進

め、会津地方の中核都市として地域をけん引し、将

来にわたって持続的発展が可能な新市の基盤づくり

を進める時期と位置づけ、市民と行政がともに力を

合わせてまちづくりを進めていくことはもちろん、

合併前の会津若松市、北会津村、河東町のすべての

人々がともに手を携えて、会津の良さ、会津らしさ

（「会津ブランド」）を守り、育み、そして最大限

にいかしながら、活気と賑わいのあるまちを築いて

いくことを基本目標とする。

◆人口フレーム

   (1) 総人口

 国勢調査によると、本市の総人口は平成７年

 をピークに減少に転じており、この傾向のまま

 推移すれば、総人口は131,389人（平成17年

 10月１日現在）から、目標年度である平成28

 年には 約119,000人にまで減少するものと予

 測される。

 そこで、少子化対策、企業誘致や観光・商工

 業・農林業など各産業の振興による雇用の創 

 出、良好な住環境の整備など、本市の特性をい

 かした様々な施策を積極的に展開することによ

 り、予測される人口より少しでも増加するよう

 努め、目標人口を125,000人と設定する。

   (2) 世帯数

 本市の世帯数は、年々増加しているものの、

 総人口が減少しているなかで、1世帯あたりの

 人数も減少してきています。平成17年 10月 1

 日現在の世帯数は、47,905世帯で、平成12年

 と比較すると267世帯（0.56％）の増となって

 いる。

 また、１世帯あたりの人数は、平成12年が 

 2.84人、平成17年が2.74人と減少している。

(3) 年齢別人口

本市では、全国的な傾向以上に少子高齢化が

進行しており、０～14歳までの年少人口と15～

64 歳までの生産年齢人口の総人口に占める割

合は、ともに減少しています。一方、65歳以上

の老齢人口は、平成12年に年少人口を上回り、

平成17年では23.0％となっており、今後も少

子高齢化が進行するものと予測される。

  (4) 産業別就業人口

総人口の減少を受け、本市の就業人口は、平

成 12 年の 66,249 人から平成 17 年には 63,209

人となり、減少傾向にあります。女性の就業や

高齢者の再就職などの増加要因もあるが、今後

もこの傾向は変らないものと考えられる。

産業別では、従来から第１次産業と第２次産

業の就業人口の全体に占める割合が減少し、第

３次産業の就業人口の割合が増加する傾向にあ

るが、この傾向は今後も続くものと考えられ

る。
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２ 計画の基本フレーム



(5) 交流人口

交流人口とは、地域の活力を示す尺度とし

て、観光やビジネスを目的として地域を訪れる

人の数に着目した考え方であるが、交流活動の

形態は様々であり、交流人口全体の把握と予測

は困難であるため、その大部分を占める観光客

の入込数を交流人口とする。

観光客の入込数は、近年は減少もしくは横ば

い傾向にあったが、様々な努力の結果、平成 16

年から増加に転じ、平成 17年の入込数は約 315

万3千人となっている。

今後も、会津地域が連携した滞在型広域観光

の推進や、交通アクセスの改善、団塊の世代を

ターゲットとした観光誘客策など、各種の観光

施策の積極的な推進により、観光客の入込数は

増加するものと期待されることから、平成 28

年の交流人口の目標を 400万人と設定する。

◆経済フレーム

　(1) 主な経済指標

 卸・小売業の年間販売額については、流通の

　　変化などの要因により減少傾向にあるが、景気

　　の回復や交流人口の増加による消費の拡大によ

　　り、平成16年の約 3,432億円から、平成28年

　　には、約 3,911億円になると見込まれる。

 また、工業出荷額についても、減少傾向にあ

    あったが、ここ数年はほぼ横ばいで推移し

　　ており、今後、積極的な企業誘致などにより、

　　平成16年の約2,892億円から平成28年には約

　　3,242億円へと増加を見込んでいる。

　　　農業産出額については、耕地面積の縮小のた

　　め減少傾向にあるが、単位面積当たりの収

穫量の増加などにより現状の約105億円を維持

　　するものと見込まれる。

  (2) 市民一人あたりの所得

 市民所得は、ここ数年は、長引く景気の低迷

    等の影響から減少傾向にあったが、昨今の

　　景気回復傾向や地域経済の活性化などにより、

　　平成15年の約251万円から平成28年には約 301

　　万円と増加が見込まれる。

　重点的に取り組むべき政策は、まちづくりの基本

目標の実現に向け、今後 10年間に重点的・先導的

に取り組むべき政策を体系化したものである。

1 いきいきと輝く人づくり
　　次代を担う子どもたちの豊かな心と確かな学力

　を育むとともに、郷土愛の醸成を図る。また、

　すべての市民が、豊かな知識や能力を育み、

　長い歴史に培われた会津の精神文化を誇りとしな

　がら、日々健康で活躍することができる環境づく

　りに重点的に取り組む。

□ 明日の人材育成プラン

●豊かな心と確かな学力を身につけた子どもの育成

●国際化や情報化に対応した教育の推進

●学習環境の整備

□ 郷土理解促進プラン

●郷土の偉人に学ぶ教育の推進

●歴史を気軽に学べる環境の充実

●思いやりの心を持つ心豊かな青少年の育成

□ 生涯学習・スポーツ推進プラン

●いつでも学べる場と多様な学びの機会の提供

●人と人とのネットワークの強化による生涯学習

活動の活性化

●スポーツを気軽に楽しめる環境の充実と健康づ

くりの推進

2 地域資源をいかした活力ある産業づくり
　　地域資源を磨き上げ、より一層「ブランド」と

　しての競争力を強化しながら各産業の振興を図る

　とともに、交流人口の増加に取り組む。また、企

　業誘致や新規産業の創出を強力に推進し、地域内

　での経済循環による内発的な活性化策に重点的に

　取り組む。

□ 観光・交流推進プラン

●広域的な連携による滞在型観光の推進

●観光に関する情報の積極的な発信

●優れた地域資源の活用や他産業との連携による

交流の促進

●ゆかりの地との交流促進による物産の振興

□ 地域資源活用プラン

●品質の高い農産物や地場産品の一層のブランド化の推進

●地産地消の推進による地域内経済循環の確立

□ 産業活性化プラン
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●地域特性や既存産業とのつながりをいかした企

業誘致の推進

●ITベンチャーなど新規産業の創出と育成

□ 賑わい創造プラン

●個性や魅力あふれる商店街づくりへの支援

●民間・地域住民・行政の連携による中心市街地

の賑わいの創出

3 安心して暮らせるやさしいまちづくり
　　市民との協働を一層推進しながら、子育て環境

　の充実や高齢者の社会参加、さらには、男女共同

　参画社会づくりを進めるとともに、ユニバーサル

　デザインの理念に基づき、人にやさしく、安心し

　て暮らせるまちづくりに重点的に取り組む。

□ 少子化対策プラン

●子育てに関する総合的な支援施策の推進

●利用しやすい子育てサービスの提供

●社会全体で子育てを支援する環境の充実

□ 高齢者元気創造プラン

●生きがいづくりや積極的な社会参加の促進

●高齢者が元気な生活を送るための支援

□ ユニバーサルデザイン推進プラン

●ユニバーサルデザインの理念の普及啓発

●人にやさしい公共・公益施設の整備推進

●障がいのある方の社会的自立と社会参加の促進

●男女共同参画の推進

□ 安全なまち推進プラン

●災害の予防と災害時に被害を最小限に食い止め

る防災対策の充実

●防犯意識の高揚と自主的な防犯活動の促進

●市民と行政が一体となった除排雪対策の推進

4 潤いとやすらぎのある美しいまちづくり
市民と一体となって、本市の歴史と文化がいき

づいた会津らしいまちなみをはじめ、心いやされ

る緑や、せせらぎを守り育てる。また、環境への

負荷の少ないまちづくりに重点的に取り組む。

□ 美しいまちなみ推進プラン

●市民参加による美しい自然と調和した景観の形成

●歴史文化をいかした魅力ある都市景観の整備

□ まちの彩り推進プラン

●市民との協働による「花と緑のまちづくり」の推進

●身近な緑の空間の整備

□ 自然との共生プラン

●市民・事業者・行政の連携による豊かな自然環境の保全

●持続的発展が可能な資源循環型社会の構築

まちづくりの基本政策は、まちづくりを進めるた

めの全ての行政分野にわたる政策を６つの柱ごとに

体系化したものであり、26の政策で構成する。

政策の柱 1　福祉健康

 　　　～健やかで思いやりのあるまち～

1 子育てがしやすいまちをつくる
次代を担う子どもたちを安心して育てることが

できるよう、子育てを社会全体で支え、安心して

産み育てることができる環境を整えるとともに、

子どもたち一人ひとりが健康であり、その個性と

可能性が尊重されるまちづくりを推進する。

●基本施策 1-1-1 少子化対策を推進する

2 高齢者が元気に暮らせるまちをつくる
高齢者が健康で生きがいを持ちながら、安心し

て住み慣れた地域で暮らせるための環境づくりを

推進する。また、介護予防の取り組みを積極的に

推進するとともに、介護関連サービスの充実に取

り組み、明るく活力に満ちた高齢社会の確立を図

る。

●基本施策 1-2-1 高齢者の生活環境を充実する

1-2-2 介護関連サービスを充実する

3 自立と社会参加を推進するまちをつくる
障がいのある方もない方も、誰もが住み慣れた

地域の中でともに支え合い、互いに人権・人格・

個性を尊重しながら、自分らしい生活を送ること

ができるように自立と社会参加に向けた環境づく

りを推進する。

●基本施策　1-3-1 地域福祉を推進する

1-3-2 障がい者福祉を充実する

1-3-3 低所得者福祉を充実する

4 健康づくりが充実したまちをつくる
すべての市民が健康を保ちながら、心豊かな生

活を送ることができるよう、関係機関・団体と連

携しながら市民の健康の増進を図る。また、生活

習慣病等の発症を未然に防ぐとともに、元気な心

と体づくりに向けた取り組みを推進する。

●基本施策　1-4-1 健康づくりを推進する

1-4-2 感染症対策を推進する

1-4-3 医療体制を充実する

1-4-4 医療保険制度を充実する
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政策の柱 2　教育文化

 　　　　　～豊かな心と個性を育むまち～

１　誰もが生涯にわたり学習できるまちを

つくる
市民のライフスタイルに応じた生涯学習活動を

支援し、誰もが自由にいきいきと学べる生涯学習

社会の実現に向けて、多様で豊富な学習機会の提

供を図るとともに、学習環境の整備を推進する。

●基本施策　

2-1-1 生涯学習活動を支援・促進する

2-1-2 学ぶ場を整備する　　　　　　　　　

2-1-3 高等教育機関との連携を強化する

2 豊かな心と確かな学力を身につけた子ど

もを育むまちをつくる
児童生徒一人ひとりに応じた、きめ細かな指導

により、郷土愛に満ちた豊かな人間性のかん養や

確かな学力を育むとともに、国際化教育・情報化

教育に取り組み、これからの時代に活躍できる人

材の育成を推進する。

●基本施策　

2-2-1 教育環境を充実する　　　　　　　　　

2-2-2 特色ある学校づくりを推進する

2-2-3 思いやりの心をもった青少年を育成する

3 スポーツ・レクリエーションが盛んなま

ちをつくる
市民が生涯にわたり健康で豊かな社会生活を送

ることができるよう、いつでも、どこでも、誰で

もが、気軽にスポーツやレクリエーションを楽し

むことのできる環境の整備と仕組みづくりを推進

する。

●基本施策　

2-3-1 スポーツ・レクリエーションを振興する

4 歴史・文化を守り育てるまちをつくる
本市の豊富な歴史・文化遺産を保護し、活用を

図り、市民の郷土理解を促進します。また、日々

の生活にゆとりや豊かさが感じられるよう、より

多くの市民が様々な芸術や文化と触れあうことが

できる環境の整備に努めるなど、文化活動の振興

を図る。

●基本施策　

2-4-1 歴史・文化を継承し文化活動を振興する

政策の柱 3　産業経済

 　　　～活力ある産業がのびゆくまち～

1 観光を振興し活気のあるまちをつくる
歴史と伝統をいかした観光にさらに磨きをかけ

るとともに、新たな観光資源の発掘をはじめ、広

域的な連携や受け入れ体制の充実を図るなど、よ

り個性的で魅力的な観光地づくりを推進する。

また、関係団体との連携を図りながら、積極的

な誘客宣伝活動を推進する。

●基本施策　

3-1-1 誘客宣伝活動と受け入れ体制を充実する

3-1-2 地域資源をいかした観光を推進する

3-1-3 広域観光を推進する

2 商工業を振興し経済活力あふれるまちをつくる
「会津」というブランドを最大限にいかしなが

ら競争力を強化し、企業誘致の推進、IT産業の振

興、地場産業をはじめとするものづくり産業の振

興を図るとともに、産業の集積を図る。また、情

報化対策の推進、経営基盤強化への支援などを進

めながら、商工業の活性化を図る。

●基本施策 

3-2-1 地場産業をはじめとする既存産業を振興する

3-2-2 企業立地と新規産業の創出を促進する

3 中心市街地を活性化し賑わいのあるまちをつくる
中心市街地内の様々な資源を有効に活用しなが

ら、各商店街やまちづくり団体等とともに、魅力

ある商業空間の整備や賑わいの創出に努めるな

ど、中心市街地の魅力の向上を図る。

●基本施策　

3-3-1 商店街の魅力を向上し中心市街地の賑わ

いを創出する

3-3-2 中心市街地の環境の整備と地域個性を創出する

4 雇用を安定的に確保し労働福祉が充実し

たまちをつくる
雇用の安定に向け、受け皿となる企業の誘致や

既存産業の振興など、雇用環境の改善に取り組

む。また、職業能力開発を支援するとともに、小

規模・零細企業で働く勤労者及び事業者の福利厚

生の充実を図る。

●基本施策　3-4-1 雇用環境を充実する

3-4-2 勤労者福祉を充実する
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5 生産性の高い農林業がいきづくまちをつくる

担い手の育成・確保を図り、農業生産体制や生

産基盤の確立を図る一方、農産物のブランド化や

地産地消を推進するなど、農林業の振興を図りま

す。また、グリーンツーリズムなどにより、農林

業の活性化や、交流人口の増加を図る。

　・基本施策　

　　 3-5-1 消費者の視点に立った安全な食料の安定

           供給を図る

     3-5-2 担い手の育成により地域農業の持続的発展を図

               る

     3-5-3 交流と共生により農業・農村を活性化する

     3-5-4 農業生産基盤と農村環境を整備する

     3-5-5 森林を保全し林業を活性化する

     3-5-6 卸売市場の利用を促進する

政策の柱 4　生活環境

 ～自然にやさしく安全で住みやすいまち～

1環境と調和した地球にやさしいまちをつくる
良好な環境を保全・創造し、次の世代に引き継

いでいくため、環境問題に対する意識の高揚を図

りながら、地球環境にやさしいまちづくりを推進

する。

●基本施策　4-1-1 地球環境保全活動を推進する

4-1-2 生活環境を保全する

2 環境への負荷が少ないまちをつくる
限りある資源の有効活用とごみ減量化を図るた

め、大量生産・大量消費・大量廃棄型社会を見直

し、市民、事業者、行政が連携して、資源物を含

むすべてのごみの発生抑制（リデュース）、再使

用（リユース）、再資源化（リサイクル）の「３

Ｒ運動」を推進するなど、環境負荷の少ない資源

循環型社会の確立を図る。

●基本施策　4-2-1 資源循環型社会を実現する

3 安全で安心できるまちをつくる
災害時に迅速な対応ができるよう、危機管理体

制や消防体制の充実を図る。また、関係団体と連

携しながら、防犯体制の強化を図るとともに、交

通安全対策を強化し、安心して暮らせるまちづく

りを推進する。さらに、消費者保護体制を充実

し、安全な消費生活が送れる環境づくりを推進す

る。

●基本施策　4-3-1 消防防災体制を充実する

4-3-2 交通防犯体制を充実する

　　　　　　　　4-3-3 消費者保護体制を充実する

4 情報化が進んだまちをつくる
情報通信基盤の整備に努め、地域の情報化を一

層推進していくとともに、行政サービスを迅速に

提供していくため、ＩＴを活用したサービスを充

実し、市民生活の利便性の向上を図る。また、Ｉ

Ｔを利用する知識や機会を持つ人と持たない人と

の格差の解消を図る。

●基本施策　4-4-1 地域情報化を推進する

政策の柱 5　都市基盤

 ～快適で利便性の高いまち～

1 花と緑にあふれたまちをつくる
大規模な公園から身近な公園・広場まで、本市

の豊かな自然環境及び歴史環境をいかした憩いの

場を整備しながら、花と緑のある都市環境を創出

し、市民に親しまれる環境の整備を推進する。

●基本施策   

5-1-1 花と緑のある都市環境を創出する

5-1-2 市民に親しまれる潤い環境を整備する

2 快適な都市空間が形成されたまちをつくる
安全な市街地、快適な都市空間の整備を推進

し、総合的で計画的な市街地の整備を進めるとと

もに、本市の歴史、文化、自然をいかした、会津

らしい風格のある美しい都市景観の形成を推進す

る。

●基本施策　

5-2-1 総合的かつ計画的な都市づくりを推進する

5-2-2 魅力ある景観を創造する

3 都市交通対策が進んだまちをつくる
会津地方の交通の要衝として、主要な幹線道路

の整備を進めるとともに、高齢社会に対応するた

め、人にやさしい道路環境づくりを推進する。ま

た、身近な交通手段である公共交通機関の利便性

の向上と利用促進を図る。

●基本施策　 

5-3-1 総合的な道路網を整備する　　　　　　

5-3-2 身近な道路環境を整備する

5-3-3 公共交通機関の利用を促進する

4 身近な住環境が整備されたまちをつくる
良質な住環境の提供を推進し、ゆとりある暮ら

しの確保を図る。また、安全で良質な水の安定供

給を図るとともに、生活環境の向上のため、下水

道の整備を推進する。

●基本施策　5-4-1 良質な住宅環境を提供する

5-4-2 上下水道の整備を推進する
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5-4-3 総合的な治水対策を推進する

5 雪に強いまちをつくる

冬期においても、安心して市民生活が送れるよ

う、除雪体制と豪雪時の排雪体制の充実を図ると

ともに、市民との協働で雪の問題に対処していく

ための組織・体制を整備するなど、雪に強いまち

づくりを推進する。

●基本施策　5-5-1 雪対策を推進する

政策の柱 6　協働参画

             ～パートナーシップのまち～

1 ユニバーサルデザインによるやさしいま

  ちをつくる

    ユニバーサルデザインの理念に基づき、人にや

  さしく、誰もが安心して生活し、行動しやすく、

  暮らしやすいまちづくりを推進する。

●基本施策　6-1-1 ユニバーサルデザインの理念

                 に基づくまちづくりを推進する

2 男女がともに自立して尊重しあうまちを

つくる

    すべての市民が、性別にかかわらず、互いの人

  格や生き方を尊重し、あらゆる分野にともに参画

  し、社会的な責任を分かち合い、支え合う「男女

  共同参画社会」の実現を図る。

●基本施策　6-2-1 男女共同参画を推進する　

3 市民活動が活発なまちをつくる

    まちづくりを支える NPOやボランティア等の活

  動を支援するとともに、活動に携わる参加者の拡

　大を図る。また、地域社会の連帯意識の形成

　と自治意識の高揚を図り、暮らしやすい地域社会

　づくりを推進する。

●基本施策　

     6-3-1 ボランティア・NPOなどの活動を振興する

     6-3-2 地域コミュニティを活性化する

4 連携と交流が盛んなまちをつくる

    歴史的なつながりがある国内外の都市等との交

  流を促進し、相互の理解と友好を深め、次世代へ

  継承する。また、一層進展する国際化に対応し

　た社会づくりを推進する。

●基本施策　6-4-1 広域的交流を推進する

　重点的に取り組むべき政策やまちづくりの基本政

策を実施する上での行政運営の方針を示す。

1 市民満足度を重視するまちづくりを推進する
    「市民の満足度をどれだけ高められるか」とい

　う視点に立ち、達成すべき目標を明確にした上　

　で、計画を作成し施策を実施、その結果を評価　

　し、目標達成に向けて軌道修正を行うというＰＤ

  ＤＣＡサイクルに基づき行政運営を行う。

2 行財政改革を推進し効率的な行政運営を

行う

　　これまで本市では様々な行財政改革を進めてき

　たが、今後も、一層の行財政改革に取り組み、

　健全な財政運営、機能的な組織の構築、職員

　の能力の向上などを図り、社会経済情勢の変化や

　多様化・高度化する行政ニーズに柔軟かつ的確に

　対応できるよう、効率的な行政運営を行う。

地区のコミュニティを基本としながら、地域の特

色に着目して市域を 10 の地域に区分し、地域の将

来展望を明らかにする。
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地域名 地域の将来像 主な地域づくりの方針

Ａ
鶴ヶ城・中心市街地

周辺地域

鶴ヶ城を中心として、歴

史と伝統がいきづく、人と

人とがふれあう賑わいのあ

るまち

◇鶴ヶ城の保存整備による魅力・機能の向上
◇歴史的建造物の保全など魅力ある美しい景観の形成
◇地域と一体となった中心市街地活性化の推進
◇小学校や社会教育施設など教育環境の充実
◇身近な道路など良好な住環境の整備

Ｂ
西若松駅周辺地域

西の玄関口・西若松駅を

中心として、くらし・商

業・工業が調和して発展す

るまち

◇西若松駅をいかした交流人口の増加
◇鉄道・バス事業者と連携した公共交通機関の充実
◇道路や下水道などの都市基盤の整備
◇高付加価値型農業の推進と施設園芸作物の産地化
◇地域住民との協力による美しい水辺環境の保全

Ｃ
会津若松インター

チェンジ周辺地域

インターチェンジを中心

に、農業・商業・工業が調

和して発展するまち

◇幹線道路の整備など、交通基盤の充実・強化
◇インターチェンジの機能をいかした土地利用の検討
◇会津米の生産振興と園芸作物の産地化
◇神指城跡などの地域資源をいかした地域の活性化
◇道路や汚水処理事業など良好な住環境の整備

Ｄ
会津総合運動公園

周辺地域

くらし・商業・工業・農

業といった多様な機能がバ

ランスよく発展するまち

◇会津総合運動公園の計画的な整備
◇工業地帯としての環境の整備
◇地域特産物のブランド化による特色ある産地づくり
◇効率的で安定的な農業経営の確立
◇道路や汚水処理事業など良好な住環境の整備

Ｅ
東山温泉・飯盛街道

周辺地域

いにしえの道がつくる、

緑豊かな自然と東山温泉を

いかした賑わいのあるまち

◇民間と行政の連携による東山温泉の活性化
◇「いにしえと夢の森」の有効な活用と保全
◇歴史資源や農業との連携による交流人口の増加
◇森林の適正な保全と活用
◇身近な道路など良好な住環境の整備

Ｆ
会津大学周辺地域

良好な住環境が整備さ

れ、会津大学を中心に文教

地区として活気のあるまち

◇産学官連携の強化による地域経済の活性化
◇一箕古代遺跡群などの歴史的資源の保全と活用
◇教育旅行の誘致による交流人口の増加
◇ふれあいスポーツ広場をいかしたスポーツ活動の充実
◇扇町土地区画整理事業の推進など良好な住環境の整備

Ｇ
芦ノ牧温泉・大川

周辺地域

豊かな自然がもてなす、

南の玄関口として発展する

まち

◇森林や河川など豊かで美しい自然環境・景観の保全
◇農業生産基盤の整備などによる農業経営の安定化
◇芦ノ牧温泉の活性化による交流人口の増加
◇会津縦貫南道路の整備促進など交通基盤の充実
◇道路や汚水処理事業など良好な住環境の整備

Ｈ
猪苗代湖周辺地域

猪苗代湖などの恵まれた

自然をいかした躍動感あふ

れるまち

◇猪苗代湖や赤井谷地など豊かな自然の保全
◇集落営農体制の確立などによる農業経営の安定化
◇グリーンツーリズムやアグリビジネスによる農業の活性化
◇地域資源の活用による交流人口の増加
◇道路や汚水処理事業など良好な住環境の整備

Ｉ
北会津地域

みどりの田園景観のなか

で、農業と良好な住環境が

調和して発展するまち

◇稲作と果樹等の振興作物の複合経営による農業振興
◇観光農業などの地域資源をいかした交流人口の増加
◇幹線道路をはじめとする交通基盤の充実・強化
◇北会津中学校など教育施設の整備
◇道路・上下水道など良好な住環境の整備

Ｊ
河東地域

自然と調和し、文化を守

る心豊かで活力あふれるま

ち

◇担い手の育成や農地集積等による農業経営の安定化
◇インターチェンジの機能をいかした土地利用の検討
◇歴史的・文化的資源の保全と交流人口の増加
◇道路や下水道など良好な住環境の整備
◇統合小学校など教育施設の整備
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　市土は、現在及び将来における市民のための、か

けがえのない限られた資源であるとともに、生活及

び生産を通じての諸活動の共通の基盤である。この

ため、市土の利用にあたっては、公共の福祉を優先

させ、自然環境の保全を図りつつ、地域の自然的、

社会的、経済的及び文化的条件に配意して、健康で

文化的な生活環境の確保と市土の均衡ある発展を図

ることを基本理念とする。

(1)適正かつ合理的な土地利用の方針

　　第6次長期総合計画の将来像である「歴史・自

　然・文化が薫る　誇りと輝きに満ちたふるさと」

　を実現するため、合併により拡大した地域を含め、

　各地域における役割を明確化するとともに、新市

　における早期の一体化を促進しながら、活力ある

　会津地域の中核都市の形成に向けて、土地利用に

　関する計画の充実を図り、適正かつ合理的な土地

　利用を推進する。

(2)都市的土地利用の高度化

　　都市的土地利用に際しては、周辺の農林業への

　影響に十分に配慮し、自然環境の保全及び公害の

　未然防止に努め、計画的な土地利用を図る。また、

　土地の有効利用・高度利用を推進する。

　　さらに、環境問題の顕在化、人口減少・少子高

　齢化の進行など、社会経済情勢の変化を踏まえた

　公共施設整備などに努め、持続可能なまちづくり

　を推進する。

　　世帯数の増加を考慮し、ゆとりと潤いのある生

　活空間を形成し、大規模な災害等に備えた安全性

　の確保と快適な生活環境を創造するため、公園や

　緑地などのオープンスペースを確保するとともに、

　良好な景観の保全と形成にも配慮する。

(3)農林業的土地利用を含む自然的土地利用の

 　適正な保全

　　農林業的土地利用を含む自然的土地利用につい

　ては、農林業の生産活動とゆとりある生活環境の

　場としての役割や、景観形成に配慮し、適正な保

　全を図る。また、土地利用の転換にあたっては、

　その不可逆性を考慮し計画的かつ慎重に行う。

(4)自然環境との調和

　　豊かな自然環境の保全、公害の未然防止に配慮

　しつつ、良好な景観の保全・形成に留意し、適正

　な土地利用の展開を図る。

(5)広域的な観点からの土地利用

　　会津地域における中核都市として、経済、教育

　・文化、医療等の都市機能を高めるため、計画的

　かつ適正な土地利用を図る。さらに、会津地域に

　おける本市の役割と責任を果たし、周辺市町村と

　の十分な連携のもと、会津地域の発展に寄与する

　とともに、会津都市計画区域として、さらに一体

　的に取り組むことにより、地域全体として調和の

　とれた土地利用を図る。

(1)農用地

　　農用地については、農業の健全な発展を図り、

　食料の安定供給を担う経営体を育成するため、農

　業生産基盤の整備と優良農用地の確保を図る。ま

　た、効率的な営農の推進と認定農業者等の意欲あ

　る担い手の規模拡大が図られるよう農用地の利用

　集積と連担化を図る。

　　農用地は、市土保全機能、自然環境保全機能な

　ど多面的な役割を担うことから、耕作放棄を防止

　するなど農用地を適正に保全・管理するとともに、

　より安全で良質な農産物の生産及び環境保全のた

　め、自然環境と調和した農業生産を推進する。

(2)森林

市域面積の約54％を占める森林については、市

土保全・水資源かん養はもとより、良好な生活環

境の保全、保健・文化・教育的利用等の公益的機

能の発揮に必要な森林を確保する。

また、中山間地域においては、生活環境との調

和を図りながら、積極的にその機能の保全・維持

に努める。さらに、優れた自然環境を形成してい

る森林の保全に努め、保安林等の機能の高い森林

は他の利用目的への転換を抑制する。

　市街地及びその周辺の森林については、良好な

生活環境と景観を確保するため、緑地として積極

的に保全し整備を図る。また、その他の森林につ

いては、自然環境の保全に留意しつつ、保健・休

養の場、レクリエーション、教育・文化活動の場

として、総合的な利用を図る。

　将来の世代に豊かな森林を引き継ぐため、森林

環境教育などの取り組みを推進する。
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(3)原野

　原野のうち、湿原や水辺植生・野生生物の生息

地など、優れた自然環境を形成しているものにつ

いては、生態系の保全及び景観の維持などの観点

から保全を図る。

(4)水面・河川・水路

①水面・河川

　水面・河川については、治水上の安全性を確保

するため、河川改修等を推進し浸水被害の防止・

解消に努めるとともに、水質の保全及び改善を図

る。

　また、自然環境を保全するとともに、安らぎと

潤いのある水辺空間の創造に努め、周辺景観との

調和を図りながら、人と自然が親しむ憩いとふれ

あいのある川づくりを進める。

②水路

　水路については、雨水幹線の計画的な整備によ

り水害の防止に努めるとともに、下水道等の一層

の普及により水質を保全し自然環境との調和を図

りながら、流水を確保し水質の改善を図る。

(5)道路

①一般道路

　一般道路については、市土の均衡ある発展を図

るため、高速交通の軸となる磐越自動車道の 4 車

線化や地域高規格道路会津縦貫北・南道路、（仮

称）阿賀川新橋梁の整備を促進する。さらに、こ

れと一体となって各地を結ぶ幹線道路、都市骨格

を形成する道路、地域の活性化を支援する道路等

を整備するとともに、必要な用地の確保を図る。

　その整備にあたっては、道路交通の円滑化と安

全性、快適性の向上はもとより、歩行者空間の創

造に努め、ユニバーサルデザインの導入を推進す

る。さらに、冬期の交通網を確保するため、計画

的に消雪施設を整備し、雪に強い道路の整備を進

めるとともに、防災空間、ライフラインの収容空

間など道路の多面的機能の発揮に考慮する。

　また、景観や周辺環境との調和、住民の生活環

境の保全・改善及び自然環境の保全に十分配慮す

る。

②農林道

　農林道については、農林業の生産性向上、農林

地管理の適正化、農山村地域の生活環境の改善を

進めるため、必要な用地の確保を図るとともに、

適切な管理に努める。農林道の整備にあたっては、

地域産業の振興に留意するとともに、自然環境と

の調和と保全に十分配慮する。

(6)宅地

　①住宅地

  住宅地については、人口と世帯数の動向、都市

化の進展、本市の特性などに対応しつつ、計画的

な用地の確保を図る。また、災害に関する地域の

自然的・社会的特性を踏まえた適切な土地利用を

図る。良好で望ましい居住環境を実現するため、

自然環境の保全や歴史的資産等と調和した景観形

成に配慮しながら、道路や上下水道等の都市基盤

の整備を併せて図るほか、住民による自主的な建

築協定や景観協定等を活用する。

  本市中心部においては、周辺環境と調和させた

うえで、土地の高度利用等により定住人口の増加

を図る。また、市街地周辺部においては、無秩序

な市街地化の進行を未然に防止し、整序された住

宅地を形成する。

  さらに、公園・緑地等のオープンスペースを確

保し、防災上の安全性の向上及びゆとりと潤いの

ある快適な生活環境の確保を図る。

②工業用地

  国内景気が回復基調にあるなかで、地域経済は景

気回復を実感できる状況には至っておらず、本市経

済が将来にわたって持続的に発展していくために

は、企業立地の促進により足腰の強い産業経済基盤

を形成し、若者の定着、市民所得の向上を図る必要が

ある。

  このようななか、本市の工業用地は、工業団地

が完売しているなど、新たな企業立地の受け皿と

なる一団の土地を確保することが困難な状況にあ

るため、企業誘致施策に取り組むとともに、生活

環境や自然環境の保全、周辺地域との調和に配慮

しながら、その確保に努める。

③その他の宅地

  その他の宅地（事務所・店舗等）については、

歴史的資産等と調和した景観形成に配慮した土地

の高度利用、中心市街地における商業の活性化、

さらには良好な生活環境の形成に配慮しつつ、経

済のソフト化・サービス化の進展に伴う商業・業

務施設、情報・通信・研究開発施設の適正な配置

に努める。

(7)その他

  その他（教育施設・公園・緑地・交通施設等）

の用地については、市民生活上の重要性とニーズ

の多様化を踏まえ、環境の保全や景観に配慮し、

必要な用地を計画的に確保する。また、人口減少

や少子高齢化などの社会情勢の変化を踏まえ、ユ

ニバーサルデザインの導入など、適正な整備に努

める。特に、中心市街地においては、土地の高度

有効利用を推進する。
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(1)目標年次

計画の目標年次は平成 28年とし、基準年次は平

成 15年とする。

(2)人口の想定

市土の利用に関して基礎的な前提となる人口

は、第６次長期総合計画の基本的指標に基づき、

平成 28年において 125,000人と想定する。

(3)市土の利用区分

市土の利用区分は、農用地、森林、宅地等の地

目別区分及び市街地とする。

(4)利用区分ごとの規模の目標

市土の利用区分ごとの規模の目標については、

利用区分別の市土の利用の現況と変化についての

調査に基づき、将来の人口等を前提とし、将来の

地域形成に対応する土地利用面積を予測し、利用

区分別に必要な土地面積を総合調整のうえ定める。

(5)市土の利用の基本構想に基づく規模の目標

市土の利用の基本構想に基づく平成 28年の利用

区分ごとの規模の目標は、次表のとおりである。

なお、以下の数値については、今後の社会経済

の動向等により、不確定な要素を含んでいるた

め、弾力的に理解されるべき性格のものである。
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４市土の利用目的に応じた区分ごとの規模の目標

利用区分
構成比

7,646 7,291 20.0 19.0

①　農地 7,646 7,291 20.0 19.0

②　採草牧草地 0 0 0.0 0.0

20,752 20,738 54.2 54.1

108 108 0.3 0.3

4,918 4,916 12.8 12.8

①　水面 3,080 3,080 8.0 8.0

②　河川 1,441 1,442 3.8 3.8

③　水路 397 394 1.0 1.0

1,477 1,526 3.8 4.0

①　一般道路 950 994 2.4 2.6

②　農道 496 497 1.3 1.3

③　林道 31 35 0.1 0.1

2,208 2,477 5.8 6.5

①　住宅地 1,312 1,426 3.4 3.7

②　工業用地 186 206 0.5 0.6

③　その他の宅地 710 845 1.9 2.2

1,194 1,247 3.1 3.3

合　　計 38,303 38,303 100 100

市　街　地 1,637 1,671 4.3 4.4

注：①道路は、一般道路及び農林道である。

　　②市街地は、「国勢調査」の定義による人口集中地区である。

○市土の利用目的に応じた区分ごとの規模の目標　　　　　　　　　　　　      　　　　（単位：ha、％）

基準年次
（平成15年）

目標年次
（平成28年） 平成15年 平成28年

　1　農用地

　2　森林

　3　原野

　4　水面・河川・水路

　5　道路

　6　宅地

　7　その他

　　③平成15年欄の市街地面積は、平成12年の国勢調査をもとにした推計値である。



　昭和の大合併から 60年が経過し、その間、市町村

を取り巻く環境は大きく変化してきた。少子高齢化

の進行をはじめ、生活行動範囲の拡大、地方分権の

進展、広域的な対応が必要な行政課題の増加、さら

には近年の長期的な景気の低迷による税収の落ち込

みや地方交付税の減額等により、非常に厳しい財政

状況になっている。

こうした状況に対応するため、これまで事務事業

の広域的な共同処理や民間委託の推進など、行財政

運営の効率化に努めてきたが、今後ますます進展す

る地方分権型社会に的確に対応していくためには、

効率的な行政組織を構築し、適正な行政サービス水

準を確保しながら地域の活性化を図っていくことが

行政の責務であり、また、地域住民が期待するとこ

ろでもある。

このような観点から、各市町村がともに手を携

え、一層の効率化を図るとともに、それぞれの地域

が持つ資源や財産などの魅力を活用したまちづくり

ができる「市町村合併」を推進した。

●平成11年 7月

　　「市町村の合併の特例に関する法律」一部改正

●平成13年 3月

　　「福島県広域行政推進指針」策定

●平成13年 10月 11日

　　助役座長の「市町村合併問題研究会」を設置　

●平成14年 2月 13日

　会津若松市長の呼びかけにより、会津若松地方

広域市町村圏14市町村長において「将来は14市

町村による合併を行うことが望ましいが、合併特

例法の期限である平成17年３月までは、可能な範

囲で合併を行う」旨の意思統一が図られる。

1． 北会津村

●平成14年 6月 7日

　事務レベル調査会設置

●平成15年 1月 15日　

　任意の合併協議会設置

●平成15年 8月 9日

　法定合併協議会設置

●平成16年 2月 23日　

　合併協定書調印式

●平成16年 3月 17日

　北会津村議会において廃置分合に関する４議

　案可決

●平成16年 3月 19日

　　　会津若松市議会において廃置分合に関する４

　　　議案のうち議会の議員及び農業委員会の委員

　　　の経過措置に関する議案以外を可決

●平成16年 4月 23日

　　　会津若松市議会において廃置分合に伴う議会

　　　の議員及び農業委員会の委員の経過措置に関

　　　する議案可決

●平成16年 4月 28日

　福島県知事へ廃置分合申請　 

●平成16年 6月 30日

　福島県議会において廃置分合に関する議案可決

●平成16年 7月 22日

　総務大臣による官報告示

●平成16年 11月 1日

　会津若松市・北会津村合併　

　同日、會津風雅堂において合併記念式典挙行

２．河 東 町

●平成15年 2月 18日

　事務レベル調査会設置（湯川村含む）

●平成15年 8月 8日

　任意の合併協議会設置（湯川村含む）

●平成16年 4月 1日

　法定合併協議会設置（湯川村含む）

●平成16年 10月 25日

　湯川村が法定合併協議会から離脱  

●平成16年 12月 21日

　湯川村離脱による会津若松市と河東町の法定

　合併協議会規約施行

●平成17年 2月 23日

　合併協定書調印式

●平成17年 3月 7日

　会津若松市議会及び河東町議会において廃置

　分合に関する４議案可決

●平成17年 3月 23日

　福島県知事へ廃置分合申請

●平成17年 7月 6日 

　福島県議会において廃置分合に関する議案可決

●平成17年 8月 8日

　総務大臣による官報告示

●平成17年 11月 1日

　　　会津若松市・河東町合併

　　　同日、會津風雅堂において合併記念式典挙行
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　「会津若松市役所北会津支所」は、行政機構の見

直しにより、平成 25 年 4 月から総務課を廃止し、

「まちづくり推進課」と「住民福祉課」の２課体制

に再編した。

〈敷地面積〉    17,886㎡

〈建築延面積〉

　・支所庁舎　3,939.24㎡

　（内　コミュニティ施設「ピカリンホール」488.38㎡）

〈竣工〉       平成10年 12月 25日

〈主な施設〉

・1階　事務室、ピカリンホール、会議室(1)、(2)

・2階　(会津若松消防本部）

・3階　会議室（4）、(5）、(6）、(7）

・4階　展望室

主な業務内容

◆まちづくり推進課

○まちづくり推進グループ

新市建設計画の進行管理、地域連携会議及び地域

づくり委員会、北会津地域ふるさと創生基金に関す

ること、巡回バス運行に関すること

支所費の予算・決算、支所庁舎の管理、支所内の

庶務、公文書開示請求等の受付、各種選挙における

期日前投票事務等、ピカリンホール等の貸館業務

○地域支援グループ

農政・農林・商工関係の相談、有害鳥獣捕獲に

関する相談、病害虫防除、農業用使用済プラス

チックの回収、農業委員会関係の各種申請に伴う

相談及び証明書の受付・発行、国土調査事務に関

すること、ホタル祭り及びホタル生息地拡大事

業、地域イベント等

道路及び河川等局部的補修等軽易な維持管理、道

路占用に関する相談、集落内道路整備事業に係る相

談、除雪、農業農村関係整備及び集落用排水路整備

事業にかかる相談、上下水道に関する相談、公園の

管理（軽易なもの）、公園の使用許可等の相談に関

すること、支所公用車の管理に関すること

◆住民福祉課

○住民福祉グループ

・介護保険…要介護認定の申請受付、資格者証・受

  給資格証明書等の発行等

・高齢者福祉…各種助成の給付相談・申請受付、支

　所管内敬老会等

・援護…戦傷病者・戦没者遺族等の援護に関しての

各種相談、支所管内戦没者追悼式等

・障がい者福祉…各種手帳の交付申請受付、各種助

成金給付・各種手当及び支援費制度に関する申請

受付等

・児童福祉…児童手当及び児童扶養手当の相談及び

認定申請受付等

・保育…保育所・認定こども園の支給認定の受付

・医療費助成…子ども医療費・ひとり親家庭医療

費・重度心身障がい者医療費助成申請受付、受給

資格証の交付、内容変更（氏名・住所・加入保

険・振込先金融機関）・資格喪失届出等

・国民健康保険…国民健康保険への加入・脱退等の

受付、被保険者証等の交付、各種給付についての

申請受付等

・後期高齢者医療…後期高齢者医療に関する届出等

の受付

・国民年金…資格の得喪・受給・免除申請・現況届

の受付等

・犬…犬の登録受付、鑑札交付、狂犬病予防注射済

票の交付等

・保健予防…健康教育、健康相談、各種健診、家庭

訪問の実施、健康手帳の交付、母子健康手帳の交

付、妊婦保健指導、食生活改善推進員の支援、保

健委員会の支援

○住民税務グループ

・戸籍…戸籍届受理、戸籍謄本等発行

・住民基本台帳…転入・転出・転居等の届出受付、

　住民票発行、合併証明書発行

・印鑑…印鑑証明書発行、印鑑登録

・地区組織支援…地区区長会・地区環境美化推進協

　議会との連絡調整

・防犯…地区防犯協会との連絡調整

・防災…消防団分団との連絡調整、防犯灯設置補助 

  金申請受付、災害等への初期対応、市民交通災害

  共済受付

・ごみ…生ゴミ処理機等補助金・資源物回収運動 

  奨励金の申請受付

・市税…市民税・固定資産税・軽自動車税の収納、

　税証明書等の発行 、納付相談、軽自動車税の届出

　受付

・国民健康保険税…国民健康保険税の収納、納付相

　談
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・税外収入…介護保険料等の収納

北会津支所
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　「会津若松市役所河東支所」は、平成 24年度の行

政機構の見直しで、効率的な業務の推進体制として、

総務課を廃止し、平成25年 4月から「まちづくり推

進課」と「住民福祉課」の２課体制へ再編された。

〈敷地面積〉    12,105.89㎡

〈建築延面積〉

　・支所庁舎　　2,858.23㎡

〈竣工〉      昭和58年 3月 25日 

〈主な施設〉

  ・1階　 事務室、ロビー

　・2階　 会議室(大)、(中)、(小）

  ・3階   事務室（監査事務局、計算センター）

  主な業務内容              

◆まちづくり推進課

○まちづくり推進グループ

支所庁舎等の管理に関すること

支所内の庶務、公文書開示請求等の受付に関する

こと

　新市建設計画の進行管理、地域連携会議、地域づ

くり委員会、ふるさと創生基金に関すること、コ

ミュニティバスの運行に関すること、支所費の予

算・決算等、市営住宅への入居相談及び申請受付

○地域支援グループ

　農政に関すること、農業委員会関係の各種申請

の取次ぎ及び証明書の受付・発行、国土調査事務

に関すること、地域イベント、どぶろく特区河東

地域振興協議会に関すること

道路及び河川の局部的補修等軽易な維持管理、集

落内道路整備事業に関すること、除雪対応、農業農

村関係整備事業及び用排水路整備事業に関すること、

上下水道に関すること

　公用車の管理に関すること

◆住民福祉課

○住民福祉グループ

・戸籍…戸籍届の受付、戸籍に関する証明書の交付

・住民基本台帳…住民異動届受付、住民票等交付

・印鑑…印鑑登録、印鑑証明書交付

・合併証明書…証明書の発行

・介護保険…要介護認定の申請受付、資格者証・受

給資格証明書等の発行等

・高齢者福祉…各種サービスや各種助成の給付相談

　・申請受付、地域内敬老会の開催等

・援護…戦傷病者・戦没者遺族等の援護に関しての

各種相談

・障がい者福祉…各種手帳の交付申請、各種助成・

給付・手当等申請、自立支援制度に関する申請受

付等

・児童福祉…児童手当及び児童扶養手当の相談及び

認定申請等

・保育所・認定こども園…入所申請受付

・市立幼稚園・学校…入園申請受付、学齢児童生徒

の転出・転入手続き

・医療費助成…子ども医療費・ひとり親家庭医療費

助成・重度心身障がい者医療費助成の申請、氏

名・住所・支払金融機関・加入健康保険等変更、

資格喪失届等受付、こども医療費受給資格証の交

付

・国民健康保険…国民健康保険への加入・脱退の受

付、被保険者証の交付、各種給付についての申請

受付等

・後期高齢者医療…後期高齢者医療に関する届出等

の受付

・国民年金…資格得喪・受給・免除申請・現況届の

受付等

・犬…犬の登録受付、鑑札交付、狂犬病予防注射等

・保健予防…健康教育、健康相談、各種健診、家庭

訪問の実施、健康手帳の交付、母子健康手帳の交

付、妊婦保健指導、食生活改善推進員の支援等

・区長会…地区区長会との連絡調整

・防犯・交通…地区防犯協会・地区交通安全協会と

の連絡調整、防犯灯設置補助金申請受付、市民交

通災害共済受付

・防災・消防…消防団分団との連絡調整、災害等の

初期対応

・廃棄物対策…生ゴミ処理機等設置補助金・資源物

回収奨励金・ごみステーション美化事業補助金の

申請受付、環境美化推進協議会との連絡調整

・八田地区交流センター…施設の使用許可、維持管理

○住民税務グループ

・収納業務…市税及び国保税の収納・徴収・滞納整

理、介護保険料及び後期高齢者医療保険料の収納、

水道料及び各種使用料の収納

・口座振替申請業務…市税及び税外料金の口座振替

申請の相談等

・証明業務…各種市税の証明書の発行
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・申告受付及び相談業務…市民税の申告受付及び相

談、市税納税相談

・原付標識交付及び廃車業務…原付自転車及び小型

特殊自動車の標識の交付及び廃車

・減免申請受付業務…軽自動車税及び固定資産税の

　減免申請受付
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　本市ではこれまで、道路や上下水道、学校、ス

ポーツ施設、公民館、庁舎など、様々な公共施設を

整備し、市民の皆様のサービス向上に努めてきた。

　このような中、全国の多くの自治体においては、

施設の経年劣化により、今後は維持補修が増え、大

規模な改修や建て替えの時期が集中することが見込

まれる。一方、少子高齢化や経済の低迷などに伴

い、老朽施設の更新や維持管理にかかる経費を確保

することが課題となっており、本市においても例外

ではない状況となっている。

　このため、平成 23 年度より「公共施設マネジメ

ントの取り組み」を開始し、平成 24 年度に本市の

建物系公共施設の現状や課題を示す「公共施設白書

（以下、白書）」を公表した。

　平成 25年度以降、「公共施設かわら版」や市政

だより等を活用した広報活動とともに、「公共施

設に関する市民アンケート」を行い、建物系公共施

設の今後のあり方について全庁的に検討を進めた。

　平成 26 年度は、建物系公共施設の課題とその整

備や管理、有効活用などの方向性を示す「公共施設

マネジメント基本方針」を策定した。また、シンポ

ジウムなどを通し、公共施設マネジメントの取り組

みについて、市民の皆様とともに理解を深めた。

　平成 27年度は、道路や上下水道などの社会基盤

系公共施設も含む全ての公共施設等の総合的な管

理を推進するため、国の要請に基づku

「公共施設等総合管理計画」の平成 28年度の策定

に向け、市長を本部長とする「公共施設等総合管

理推進本部」を中心として、全庁的に検討を進め

た。

◆役割

　白書は、各施設の経過年数や延床面積等のストッ

ク情報、運営収支や減価償却費等のコスト情報、利

用人数や稼働率等のサービス情報を明らかにし、公

共施設の全体像を分かりやすく表したものである。

  また、本市の公共施設の現状について、市民の皆

様と情報を共有するために公表し、今後の公共施設

のあり方について検討を進めるための基礎資料とし

て活用するものである。

◆対象施設

  白書では、道路や上下水道施設などの社会基盤

系公共施設を除く、全ての建物系公共施設を対象

とする。

　会計別では、一般会計、観光施設事業特別会計、

地方卸売市場事業特別会計、扇町土地区画整理事

業特別会計における建物系公共施設を対象とする。

◆建物系公共施設全体の概況

(1)施設数総計　　　　382施設(建物総数 1,224棟)[※1]

(2)延床面積総計　　　485,112.53㎡[※1、図1]

　※1…平成24(2012)年3月 31日現在

(3)総年間コスト総計　5,673,761,060円[※2、図 2]

　※2…平成23（西暦 2011）年度単年度分決算額ベース

　　　・総年間コスト　＝一般財源相当額＋減価償却費　

　　　・一般財源相当額＝現金支出－現金収入

　　　　　　　　　　　 （通常決算書に計上する金額）

　　　・減価償却費　　＝施設整備費用を耐用年数に応じ

　　　　　　　　　　　　 各年度に均等に配分した金額

図1）建物系公共施設の建築推移

【平成 24（2012）年 3月 31日現在】

図2）建物系公共施設の総年間コスト（用途別割合）

【平成 23（2011）年度決算、100万円未満四捨五入】
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保健・福祉施設

子育て支援施設

学校教育系施設
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系施設

社会教育系施設

市民文化系施設

合計値

（年度）

（㎡）

旧耐震基準 (1981.5.31 以前 )
210,377.67 ㎡（ 43.4 ％）

新耐震基準 (1981.6.1 以降 )
274,734.86 ㎡（ 56.6 ％）

昭和 40(1965) 年度
若松城天守閣再建

昭和 47(1972) 年度

鶴ケ城体育館建設
1975 年度 (1977,1982,1995)

公設地方卸売市場建設

平成 5(1993) 年度

あいづ総合体育館
河東総合体育館

会津風雅堂建設

平成 12(2000) 年度
若松城干飯櫓・

南走長屋再建

経済停滞期※６

1993 会津大学開学

1995 福島国体開催

安定成長期※５

1989 消費税導入

1991 バブル崩壊

高度成長期※４

1964 東京五輪

1970 大阪万博

平成 22(2010) 年度

會津稽古堂建設

新耐震基準
適用

1981.6.1 以降

延床面積合計　
485,112.53 ㎡

市民１人当たり
延床面積 3.89 ㎡

公共施設マネジメントの取り組み公共施設マネジメントの取り組み

公共施設白書

市民文化系 100,800万円 17.7%

社会教育系 1,900 万円 0.3%

ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系 24,600 万円 4.3%

産業系 12,900万円 2.3%

学校教育系
241,500万円
42.5%

子育て支援 72,600 万円 12.8%

保健・福祉 7,300 万円 1.3%

行政系 55,400 万円 9.7%

公営住宅 29,300 万円 5.2%

公園
9,100 万円
1.6%

その他
13,000万円
2.3%

【平成 23 （ 2011 ）年度決算、 100 万円未満四捨五入】

「医療施設」総年間コスト＝▲ 1,000 万円

　「医療施設」は現金収入が多く、

　総年間コストがマイナスになるため、

　右円グラフでは表示していません。

公共施設総年間コストと用途別割合

総年間コスト合計　　　
約 56 億 7,400 万円

市民１人当たり
総年間コスト45,000 円

背景と経過

経済停滞期　　

1993会津大学開学
1995福島国体開催

安定成長期　　

1989消費税導入
1991バブル崩壊

高度成長期　　

1964東京五輪
1970大阪万博



◆保有施設の更新費用推計

　今後、年数の経過とともに建物の老朽化が進むた

め、現在の施設を維持するには、大規模な改修や建

て替えが、これまで以上に必要になってくる。

保有施設全てを維持していく場合、総務省が推奨

する更新費用試算ソフトウェアを用い、事業費ベー

スで更新費用を推計すると、平成 24年度以降 40年

間の１年当たり更新推計額は、事業費ベースで年平

均約 49.8億円が必要であり、直近５年（平成 19～

23年度）の公共施設投資的経費（既存更新分及び新

規整備分）の年平均約 21.9億円に対し、約 2.3倍の

金額となる。

　公共施設マネジメントとは、最適な公共施設

サービスの提供と財政運営の両立の中で、公共施

設を総合的に企画や管理、活用する仕組みのこと

である。

　「公共施設マネジメント基本方針（以下、基本

方針）」とは、本市における全ての建物系公共施

設における今後の整備や管理、有効活用などの指

針として位置づけている。

＜概要＞

■方針①…施設情報を共有し、効率的で安心でき

　　　　　る施設管理を行う

【主な取り組み】●施設情報を一元化・共有する

　　　　　　　　●施設状況を公表する

　　　　　　　　●維持管理費などを削減する

　　　　　　　　●点検で劣化箇所を把握する

■方針②…施設を長寿命化し、安全性と機能性を

　　　　　向上させる

【主な取り組み】●施設を長持ちさせる

　　　　　　　　●施設の耐震化を進める

　　　　　　　　●施設のバリアフリー・ユニバ

　　　　　　　　　ーサルデザイン対応を進める

■方針③…施設の機能と総量を見直し、効果的に

　　　　　活用する

【主な取り組み】●用途の異なる施設の複合化や

　　　　　　　　　多機能化を進める

　　　　　　　　●市民の皆様や民間と行政が連

　　　　　　　　　携した施設管理や遊休スペー

　　　　　　　　　スの貸し付けなど、施設を有

　　　　　　　　　効活用する

◆国の要請

　国のインフラ長寿命化基本計画（H25.11）に基づ

き、平成26年 4月に総務省より、建物系公共施設に

加え、道路や上下水道等の社会基盤系公共施設の長

寿命化も含めた全ての公共施設等の総合的な管理の

基本的な考え方を示す計画として、「公共施設等総

合管理計画（以下、総合管理計画）」を平成28年度

までに策定するよう、全国の自治体へ要請した。

◆本市の総合管理計画策定に向けた取り組み

　平成28年度の策定に向け、平成 27年 2月に市長

を本部長とする「公共施設等総合管理推進本部

（以下、推進本部）」等を設置し、平成 27年度よ

り全庁的に検討を進めた。

　また、総合管理計画における先行モデルケース

として、行仁小学校の改築に向けて、地区の公共

施設のあり方をテーマに、地区全体で検討した。

　児童や保護者、先生方、地区住民の方々など、

地区の多世代・多分野の約 60名が参加し、行仁小

学校の教室や校庭、図書室の地域開放、民間プー

ルの利用といった施設の新たな使い方を考え、

「小学校」という地区の公共施設のあり方や地域

との関わり方について、アイディアを出し合った。

　今後、良質な公共施設等を引き継ぎ、最適な公

共サービスを提供し続ける、住みよいまちづくり

を目指すため、道路や上下水道などの社会基盤系

公共施設も含めた全ての公共施設等の管理を総合

的に進める必要がある。

　このため、平成 28年度までに、推進本部を中心

として、「公共施設等総合管理計画」を策定する。

　また、シンポジウムやワークショップ等を通じ、

市民の皆様とともに公共施設等の現状や「総合管

理計画」の考え方について理解を深め、公共施設

マネジメントの取り組みを進めていく。
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今後の取り組み

公共施設マネジメント基本方針

公共施設等総合管理計画



１．人材育成の意義

　「人」は組織にとって最大の資産であり、職員の

育成に取り組み、その人材価値を高めることは、組

織の価値の向上へとつながる。そして、地方分権改

革が本格化する現状においては、人材育成の取り組

み次第で、各地方自治体の行政水準やサービスの質

に大きな格差が生じることとなる。

　行政ニーズが高度化・複雑化しながら増大する一

方で、組織のスリム化・効率化を求められる行政に

は、「より少ない職員と財源で、より多くの専門的

業務を処理し、より質の高いサービスを提供する」

ことが必要とされている。

　職員は、積極的な自己変革と主体的な能力開発に

努め、組織は、職員の取り組みを支援するための仕

組みづくりと環境整備に取り組み、着実かつ継続的

に人材育成を推進していかなければならない。

２．人材育成の基本理念

　人材育成は、組織が、職員の意思や健康を最大限

に尊重した上で、職員みずからの能力開発の取り組

みを促し、支えるものであり、職員の能力と意欲の

向上により組織の生産性を高め、最小の経費をもっ

て、豊かな公共の福祉の実現と市民満足度の向上を

目指すものである。

３．求められる職員像

 『市民とともに 考え、未来を描き、

　　　　　　　　　　　実現する 元気な職員』

市民とともに

“考え”

公務を担う使命感、倫理観を持ち、
積極的に市民と交流し、常に市民の
視点から問題意識を持って考え、地
域の課題、市民ニーズを的確に把握
する。

市民とともに

“未来を描き”

担当業務に関する高い専門能力と、
高いコスト意識、経営感覚を持ち、
社会情勢の変化に的確に対応する柔
軟性を持って、現状のみならず将来
を見据えて対策を立案する。

市民とともに

“実現する”

組織内でのチームワークを大切にし
ながら、市民と協力・協働して、強
い責任感を持って計画を実行し、結
果についての説明責任を果たす。

“元気な職員”

健康な心と体を持ち、常に前向きで
自己成長に努め、市職員としての誇
りと情熱を持って、困難な状況でも
諦めずにチャレンジする。

４．職員に求められる能力と意識

　「対人関係能力」

　　 コミュニケーション能力、折衝･交渉能力

　「業務遂行能力」

　　 個別専門能力、業務改善能力、タイムマネジメ

ント能力

　「政策形成能力」

　　 課題発見能力、企画立案能力、意思決定能力

　「組織運営能力」

　　 業務調整能力、指導･育成能力、危機管理能力

　「市民本位・市民主体意識」

　「公務意識」

　「コスト意識」

　「自己成長意識」

　「人権尊重意識」

１．人材育成システム

　職員みずからの取り組みを基本としながら、その

取り組みを促し、支える組織を強化し、そして職員

の努力が適正に活かされる人事管理を行っていくこ

とにより、職員のさらなる取り組みを促す。

　加えて、職員の生活の充実と心身の健康保持・増

進を図ることで、人材育成の取り組みの実効性と継

続性の向上に取り組んでいく。

２．目指す人材育成の方向性

　　　　　　　　 ⇒ プロフェッショナルな職員を目指す

　（専門性の向上、行政ニーズへの的確な対応）

　　　　　　　　 ⇒ ポジティブな組織を目指す

　（チームワーク、目標に向け前向きに取り組む職場）

 　　　　　　　　　⇒ 意欲の向上を目指す

　（職員の能力・個性を活かし、やりがいを創出）

 　　　　　　　　　　　 ⇒ 元気を目指す

　（仕事と生活の両立、支えあう職場環境の形成）
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   Ⅰ人材育成の基本的な考え方      

     Ⅱ人材育成の取り組み

「職員研修」の充実

「組織文化」の醸成 「人事管理」の最適化

バックアップ

求められる能力

求められる意識

「働きやすい環境」の整備

職員研修の充実

組織文化の醸成

人事管理の最適化

働きやすい環境の整備



１．職員研修（プロフェッショナルな職員を目指す）

　高度化・複雑化する行政ニーズに対し、的確かつ

効率的に対応していくためには、職員を専門性の高

い「プロフェッショナルな職員」に育成する必要が

ある。

　職員研修は、職務遂行に必要な能力を直接的に開

発・向上させる手法であり、以下の３つの方策につ

いて、それぞれのメリットを活かし、補完しながら

取り組んでいく。

自己啓発

職員研修 研修所研修

派遣研修

２．組織文化（ポジティブな組織を目指す）

　「組織文化」とは、組織や職場において仕事をし

ていく上での基礎となっている価値観や、共有され

ている判断基準、心理的な制約など、いわゆる目に

見えない領域のものであり、実質的に組織と個人の

行動に大きな影響を及ぼしている。

　スリムで効率的な組織体制の実現のためには、前

例踏襲や事なかれ主義などからの脱却と、より良い

組織文化の醸成による組織力の向上が求められる。

　各職場がそれぞれの基本理念のもとで、目標に向

かってチームワークを発揮しながら、明るく前向き

にチャレンジする「ポジティブな組織」への変革に

向け、以下の４つの方策について重点的に取り組ん

でいく。

市民本位・市民主体意識の徹底

学習的職場風土づくり
組織文化

目標管理型の組織運営

他部門間交流の促進

３．人事管理（意欲の向上を目指す）

　人材育成を効果的に推進していくためには、職員

の仕事に対する意欲をいかに向上させるかが課題と

なる。人事管理は、職員の意欲の向上に大きく影響

するものであり、個々の職員の適性や能力、本人の

意向や努力等を的確に把握し、その結果を適切に処

遇に反映させる（活かす）ことが求められている。

　職員の仕事に対するやりがいの創出と意欲の向上

を図るため、以下の４つの区分により人事管理の信

頼性の向上に取り組んでいく。

職員採用

人事評価制度
人事管理

配置管理

昇任管理

４．働きやすい環境（元気を目指す）

　優れた知識・技術を持つ職員でも、健康を害した

り生活が不安定な状態ではその力を十分に発揮する

ことはできず、むしろ能率の低下が避けられない。

職員の健康の保持・増進と生活の充実は人材育成の

基礎であり、組織を挙げて積極的に職員が働きやす

い環境づくりに取り組んでいく必要がある。

　職員が「元気」になれる職場環境の整備に向け、

以下の３つの区分により取り組んでいく。

ワーク・ライフ・バランス

働きやすい環境 健康管理・メンタルヘルス

労働安全管理

　人材育成を効果的に推進していくため、管理監督

者と人事・研修担当部門が各々の役割と責務を明確

にし、協力、連携して環境づくりに取り組み、職員

の主体的な自己啓発の取り組みを促し支えていく。

　計画的かつ継続的な取り組みを図るため、適切な

進行管理と検証を行い、常に改善を図っていく。

(1) 管理監督者の役割

　　職場の人材育成担当者として、個々の職員の能

力・適性等を把握し、それに応じた指導・育成を

行うとともに、職員が意欲を持って働くことので

きる職場環境づくりに取り組む。

(2) 人事・研修担当部門の役割

　　「基本方針」に基づく取り組みを全力で推進し

ていくとともに、常に職員の意見に耳を傾け、社

会環境等の変化に注意を払い、それに柔軟に対応

し、より効果的な人材育成の推進に取り組む。

(3) 人材育成推進委員会の役割

　　全企画副参事及び全支所長により構成する「会

津若松市人材育成推進委員会」において、進行管

理と調査研究等を行い、着実な取り組みを図る。

(4) 人材育成推進プラン

　　「基本方針」に基づく施策についての年次計画

を「人材育成推進プラン」と称し、向こう３年間

の期間を設定して策定する。
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   Ⅲ人材育成の具体的な方策

       Ⅳ人材育成推進体制



　「第２次人材育成基本方針」における今後の人材

育成の考え方と具体的な方策に基づき、当面、重点

的に取り組むべき事業とスケジュールを明らかにし、

計画的な人材育成の推進を図るものです。

１．期間

　平成27年度～平成29年度（３ヵ年）

２．重点目標

　『モチベーションの向上による

　　　　　　　　　　　　職員と組織の活性化』

３ 重点事項

　　次の３ポイントについて、重点的に取り組みを

　進めます。

　◎ポイント1　人事評価制度の導入

　職務を遂行するに当たり発揮した能力（能力評

価）及び挙げた業績（業績評価）を把握した上で

行われる人事評価制度（※）を導入し、その評価

結果を任用、給与、分限及び人材育成の基礎とし

て活用します。

※平成26年５月に人事評価制度導入の義務付けを

内容とする地方公務員法が公布され、平成28年度

の施行が予定されています。

　

　◎ポイント２　職場におけるＯＪＴ強化の取組

　各職場での人材育成機能の向上を図り、職場で

のＯＪＴ機能を強化するため、「メンター制度

（※）」の導入に向けて取り組んでいきます。

　本市においてのメンター制度は、主事職（新規

採用職員等）に対し、主査級の先輩職員をメン

ターとして配置し、仕事全般の助言・指導を行う

ことを想定しています。　

※メンター制度とは、職場における上司とは別

に、仕事全般の指導・相談役（メンター）となる

先輩職員が、主に若手職員（新規採用職員等）を

サポートする制度のことをいいます。

　◎ポイント３　新たな研修科目の実施

　　新たな研修科目として、次の点を実施していき

　ます。

○市の政策・方針決定過程における女性の参画を

促進するため、女性登用の視点から、キャリアデ

ザイン・意欲向上を内容とする若手女性職員を対

象とする女性活躍推進研修を実施していきます。

○市民協働をさらに推進していくための実践的ス

キルアップを図ることを目的とした研修を若手職

員を対象に実施していきます。

○新たな行政課題に対応（地方公会計制度、障害

者差別解消法への対応等）するための研修を実施

していきます。

４．全体の取り組み項目

■職員研修（プロフェッショナルな職員を目指す）

(1)自己啓発（自学）

①自己啓発支援制度の充実

（通信教育講座受講に対する補助、自主研修活動

に対する補助、自己啓発に係る情報発信、業務関

連資格の経費補助の検討）

②自己啓発結果の活用（自己申告制度による自己

啓発状況の把握）

(2)研修所研修

①階層別研修の充実

（市及びふくしま自治研修センター主催の階層別

研修の実施、採用後10年目までの職員及び管理監

督職員研修の充実、女性活躍推進研修の実施）

②専門研修の推進

（専門研修機関への派遣、各職場における業務遂

行に必要な研修体系の整理、ニーズに応じた専門

研修の充実）

③特別研修の充実

（新たな行政課題への対応等の研修実施、研修

ニーズの集約手法の検討）

④所属長による研修受講勧奨

（研修未受講者への所属長による適切な研修受講

の勧奨、階層別研修の所属長からの受講勧奨の徹

底）

⑤研修成果の組織への還元（受講職員と研修資料

の活用、職場研修実施の推進）

(3)派遣研修

①国、地方公共団体への派遣研修（国等への人事

交流等の実施と原則公募による職員派遣）

②民間企業等への派遣研修

（民間企業等への派遣研修の実施、民間企業経営

者等による講演機会の拡大）

■組織文化（ポジティブな組織を目指す）

(1)市民本位・市民主体意識の徹底

①全庁的な運動の推進（サービス向上運動の実施）

②市民からの意見等の収集と検証の推進

（市民からの意見、苦情等を定期的にフィードバッ
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Ⅰ人材育成推進プラン

人材育成推進プラン（平成 27年度～平成 29年度）

Ⅱ人材育成推進プラン（平成27年度～平成29年度）



ク）

③地域活動等への参加の促進

（地域活動、ボランティア活動等への参加意識の啓

発、出前講座等の推進）

(2)学習的職場風土づくり

①管理監督職員による職場環境づくりの推進（業

務配分の点検と平準化の検討）

②職場研修（OJT）の推進（職場研修の推進、職場

内研修の講師経費支援）

③メンター制度の導入（メンター制度導入に向け

た取組の実施）

④職場ミーティングの定着促進（職場ミーティン

グの手法研究）

⑤職員提言制度の推進（優れた提案や業務改善成

果に対する表彰実施）

(3)目標管理型の組織運営

①各職場における基本理念・目標の明確化

（能力評価と業績評価による人事評価制度を導入

し、業績評価を目標管理の手法で実施）

(4)他部門間交流の促進

①他部門（職場）間の職員交流の促進

（若手職員向け階層別研修における各職場の業務内

容等の意見交換の実施）

■人事管理（意欲の向上を目指す）

(1)職員採用

①職員採用のための情報発信

（ホームページ等の充実や大学等へのＰＲ活動の

実施、インターンシップの積極的な受け入れ）

②能力・意欲重視の適正な採用選考の実施

（コミュニケーション能力や公務に対する意欲等

を重視した採用選考）

③多様な人材の確保

（再任用制度の実施、任期付職員制度の活用、中

途採用や任期付職員制度の効果的な活用方法の検

討、障がい者の法定雇用率の遵守）

(2)人事評価制度

①人事評価制度の導入

（能力評価と業績評価による人事評価制度を導入、

目標管理の手法による業績評価の実施）

(3)配置管理

①経歴管理（ジョブ・ローテーション）の推進

（ジョブ･ローテーションの的確な運用と例外的運

用の実施、若手技術系職員のジョブ・ローテー

ションの実施）

②特定の行政分野・職務分野に精通した職員の育

成

（特定領域での人事異動により専門性の高い職員

を育成）

③自己申告制度の充実（自己分析と健康管理への

活用に向けた申告書の充実の検討）

④庁内公募制の推進

（国等への長期派遣者の公募、新たな政策課題の

担当職等についての公募の検討）

(4)昇任管理

①信頼性の高い評価に基づく昇任管理の推進等

（能力評価と業績評価による人事評価制度を活用

した昇任制度の整備、女性活躍推進研修の実施

（再掲））

②多様な昇任のあり方の検討（多様な昇任のあり

方の検討）

■働きやすい環境（元気を目指す）

(1)ワーク・ライフ・バランス

①働き方に対する意識改革の推進（職員研修の実

施）

②長時間労働の縮減

（ノー残業デーの徹底、時間外勤務量の平準化の

観点による人員配置、業務分担見直し）

③子育て支援（第３期行動計画である子育て支援

プランの着実な実施）

(2)健康管理・メンタルヘルス

①健康相談・指導体制の充実

（長時間の時間外労働を行った職員への健康管理

医による面接指導の実施、保健スタッフの専門性

の向上）

②メンタルヘルスケアの理解と推進（メンタルヘ

ルスケアに対する研修実施、ストレスチェックの

実施）

③職場での健康管理･メンタルヘルス支援体制の整備

（健康診断･精密検査･保健指導受診についての意

識啓発、管理監督職員を対象とした精神疾患･健康

障害の予防と早期発見･早期対処に関する研修実

施）

(3)労働安全管理

①作業環境管理・作業管理体制の整備

（安全衛生委員会の職場巡視による作業環境測定

実施と安全な環境整備、３Ｓ（整理･整頓･清潔）

による安全な作業環境管理の促進、ＶＤＴ検診に

よる健康障害予防･早期発見と情報発信によるセル

フケア支援）

②職場安全教育の推進（チェーンソー作業等の危

険作業に関する労働安全研修の実施）
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  本市においては、行財政改革を不断の課題と位置

づけ、課題の解決に向けこれまで積極的に取り組ん

できた。

＊「会津若松市行財政改革大綱」（昭和61年）

＊「新会津若松市行財政改革大綱」（平成8年）

＊「会津若松市行政システム改革プラン」（平成13年）

＊「会津若松市行政システム改革プラン（一部改訂）」

                                            （平成18年）

＊「第2次会津若松市行政システム改革プラン」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成20年）

  しかしながら、本市を取り巻く状況は、東日本大

震災や原子力発電所事故の影響、景気の低迷、さら

には人口減少などにより厳しさを増してきており、

市民の暮らしと安全を守っていくためには、持続可

能な行政システムを構築していくことが必要である。

　こうした認識を踏まえ、推進期間を平成 28年度ま

での 4年間とする新たな行財政改革の大綱として、

平成25年 3月に「第3次会津若松市行政システム改

革プラン」を策定したものである。

　

　行政システム改革を効果的かつ着実に推進するた

め、市民への説明や理解を求めながら、次の視点に

立って具体的な改革を進める。

(1)参加と協働によるまちづくりの推進

　　行政運営への市民の積極的な参加を促し、多様

　な市民の力が発揮できるよう、市政に関する情報

　の積極的な提供による情報共有化や市民の意見を

　反映する機会の拡充を推進するとともに、市民協

　働の仕組みづくりに取り組む。

　　また、災害発生時の対応や各種福祉施策の展開

　などに地域の力が発揮されるよう、地域防災計画

　の見直しや地域福祉計画の策定を行う。

(2)持続可能な運営体制の構築

　　限られた行政資源の効果的・効率的な配分とい

　う観点から、現在行っている事務事業の実施主体

　の見直しや、歳入確保や歳出抑制を図り、安定的

　な財政基盤の構築に努めるとともに、公共施設の

　将来のあり方の検討や、効率的で効果的な行政運

　営のための改革に取り組む。

　　また、東日本大震災からの復興・再生や危機管

　理体制の構築にも取り組む。

(3)市民サービスの向上と職員のスキルアップ・組織

　風土改革

　　市民の視点に立って、市民サービス全般につい

　て利便性の向上を図るとともに、職員のスキル

　アップと組織風土の改革に取り組む。

　　また、職員研修の実施などにより、職員の防災

　意識や危機管理意識の啓発などを図る。

◆参加と協働によるまちづくりの推進　

【市民参加のまちづくりの推進】

　市民が主役の地域づくりを目指し、自治基本条例

等の制定や地域住民が地域課題を協議する仕組みを

検討する。

(1)自治基本条例の検討

(2)「地域づくり委員会」の設置

(3)地域福祉計画の策定に向けた取組

(4)地域防災計画の見直し

(5)地域コミュニケーション・ツールとしてのＩＣＴ

   の活用

【市政の透明性の確保】

　各種計画の策定にあたり、多くの市民や各種団

体、事業者等の参画を促すとともに、市民要望等の

実現に向けた仕組みの検討や市民満足度に関する調

査、積極的な行政情報の提供に取り組む。

(1)市民との協働による各種計画策定の取組

(2)パブリックコメント制度の改善

(3)附属機関の適切な運営

(4)市民要望等の実現に向けた仕組みの検討

(5)市民満足度の測定

(6)情報公開制度の充実

(7)戦略的・効果的な情報の発信

(8)各部行政運営方針書の公開の検討

(9)入札関連情報の即時公開の推進

(10)オープンデータの推進

【市民協働の推進】

　市民協働を一層進めていくため、基本理念を定め

た指針を策定するとともに、各種市民活動団体の活

動環境の整備に取り組む。

(1)協働指針の策定

(2)市民協働型事業の検討

(3)ボランティアの活用
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◆持続可能な運営体制の構築

【民間活力の積極的な導入】

　本市業務へのアウトソーシングの導入可能性につ

いて検討するとともに、公共施設の適正な管理運営

に努める。

(1)現業部門のアウトソーシングの推進

(2)一般事務分野のアウトソーシングの検討

(3)提案型業務委託制度の検討

(4)指定管理者制度へのモニタリングの充実

(5)北会津地区統合幼稚園・統合保育所の整備

(6)母子生活支援施設の整備

(7)安定的な斎場運営の推進

(8)保育所・幼稚園・児童館のあり方の検討

(9)公設地方卸売市場の管理運営形態の見直し

(10)高齢者福祉施設のあり方の検討

【安定的な財政基盤の構築】

　財政運営システムの充実や復興・再生等による

歳入の増加を図るとともに、総人件費の抑制に努

める。

(1)中期財政見通しの策定

(2)総枠配分方式による予算編成システムの充実

(3)公債費負担の適正化

(4)基金の積立と活用

(5)徴収率（収納率）の向上

(6)早期納付勧奨業務への民間事業者の活用の検討

(7)税外債権管理の強化

(8)広告事業の推進

(9)市有財産の積極的な活用

(10)使用料・手数料の適正化

(11)企業誘致の推進

(12)風評被害対策の推進

(13)職員数の適正管理

(14)多様な任用形態の活用

(15)給与等の適正管理

(16)時間外勤務の適正管理

【公共施設マネジメントの推進】

　公共施設の適正な配置や効率的・効果的な管理

運営について検討するとともに、施設の安全や安

定性の確保、ライフサイクルコストの削減を図る。

(1)公共施設白書の作成

(2)公共施設のあり方の検討

(3)公共施設の長寿命化

【効率的で効果的な行政運営】

  行政評価システムを活用し事務事業の選択と集

中を図るとともに、ＩＣＴの活用による事務改善

や行政機構の見直しによる効果的な業務の推進、

危機管理体制の強化を図る。

(1)行政評価システムの充実

(2)ＧＩＳ（地図情報システム）の活用促進

(3)自治体クラウドの推進

(4)文書管理、電子決裁システムの適用拡充

(5)組織機構の点検・見直し

(6)電子入札の導入

(7)公共工事のコスト縮減

(8)業務の見える化による業務改善、効率化

(9)外郭団体の運営効率化等への支援

(10)アドバイザーの活用

　(11)業務継続計画の検討

◆市民サービスの向上と職員のスキルアップ・組織

　風土改革

【市民サービスの向上】

　　市民サービス全般において、市民の利便性向上

　の観点から様々な見直しを行う。

(1)窓口サービスの改善

(2)コンビニ交付の拡大

(3)ユニバーサルデザインの推進

(4)苦情、意見等の共有化

(5)新しい収納方式の研究

【職員のスキルアップと組織風土改革】

　人材育成基本方針に基づき人材育成に努めると

ともに、能力と成果を重視した人事制度の確立や

能力を引き出す環境づくり、改善改革運動の推進

に取り組む。　

(1)人材育成基本方針の推進

(2)適材適所の人事配置の実施

(3)人事評価制度の充実

(4)目標管理型の組織運営

(5)女性職員のエンパワーメント及び女性職員の登

　 用の促進

(6)学習的職場風土づくりの推進

(7)ワーク・ライフ・バランスの推進

(8)執務環境の改善

(9)職員提案制度の推進
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  本市における情報化の取り組みは、昭和 42年に

発足した会津地方市町村電子計算機管理運営協議

会での共同電算処理に始まり、電子計算機高度利

用計画（昭和 60年～）以降、住民情報・税・収納

等の基幹業務システムのオンライン化を中心とす

る庁内システムの整備を行ってきた。

　平成6年から、全庁的な庁内 LAN（ローカルエリ

アネットワーク）の整備やサーバー・クライアン

ト方式（分散処理方式）による新しいシステムの

導入を進め、部門業務のシステム化を推進してい

る。その後、インターネットの急速な普及や国の

IT戦略等を踏まえ、庁内の情報化と地域の情報化

の一体的な取り組みを推進するための「地域情報

化基本計画」を策定しながら、地域における通信

インフラやインターネット利用基盤の整備、新し

い情報化の柱である ICカードの利用促進を行って

きた。

　平成17年からは、iDC（インターネットデータセ

ンター）を活用した基幹情報システムのアウト

ソーシングなどを実施し、近隣市町村との共同利

用の体制を整え、庁内の業務システムにおいては、

仮想化技術を活用したシステムの集約を図り、コ

ストの抑制を行っている。また、インターネット

体験教室や iPad を使用した体験コーナーの設置な

ど、市民のICTリテラシー向上の取り組みを推進し

てきた。

　現在は、平成25年度を初年度とする「第５次会

津若松市地域情報化基本計画」に基づき、ICTを活

用した魅力ある「情報化のまち」を目指している。

<基本目標>

　１．地域コミュニティとの協働によるきずなづくり

　２．災害に強いまちづくり

　３．情報化社会に適応した行政サービスの向上

　４．情報発信による地域産業・経済の発展

　具体的には、自治体クラウドの推進や、公共連

絡網システム「あいべあ」による ICTを活用したコ

ミュニティの拡充、住民情報と連携した統合 GISの

活用促進、オープンデータの推進など、産学官公

民との”協働”による ICTを活用した取り組みの充

実を図っている。
(※1）

GIS

地図情報システムの略称。コンピュータ上に地図情報やさまざ

まな付加情報を持たせ、作成・保存・利用・管理し、地理情報

を参照できるように表示・検索する機能をもったシステム。

◆公共インターネット環境の整備

　市民の生活圏において気軽にインターネットを

利用できる環境整備を図るため、市内 12カ所の公

共施設等にインターネット端末を設置している。

　また、公民館等に公共フリースポット(無線 LAN)

を設置し、施設の利用者がパソコンやタブレット

端末等を持ち寄り、自由にインターネットを利用

した研修会等を行える環境を整備している。

◆ICTを活用した市民との情報交流

市民や避難滞在している方、観光客、行政などの

コミュニケーションツールとして、SNS(※2）/GIS/デ

ジタルサイネージ(※3）などが連携する「ICTきずなプ

ラットフォーム」の構築により、地域コミュニティ

の活性化に向けたICTの利活用を促進している。
(※2）

SNS（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）

同じ趣味や嗜好をもった利用者同士が、メールや日記によりコ

ミュニケーションを取ることができるインターネット上で提供さ

れるサービス。（ツイッターやフェイスブックなど）
(※3）

デジタルサイネージ

屋外や施設等に設置された液晶ディスプレイなどの映像表示装置。

近くにいる人や通りすがりの人に案内情報や広告などを表示する

装置で、看板やポスターなどを電子化したもの。

◆オープンソースソフトウェアの活用

　　　ソフトウェアの導入コストを抑制するとともに、

システム関連業者の競争性の確保と地元企業への発

注機会の増加を図るため、市が導入する各種システ

ムに、無償で利用できるオープンソースソフトウェ

アを積極的に活用している。

　　　具体的には庁内すべてのパソコンへの OSSオフィ

スソフト「LibreOffice（リブレオフィス）」の導入

や、公共施設予約システムをはじめ当日投票システ

ム、CMS（ホームページのコンテンツを作成、管理す

るシステム）など業務システムにおいても、オープ

ンソース版で導入し活用を促進している。

◆自治体クラウドの推進

　　　災害の発生時においても、稼働中のシステムを停

止することなく業務を継続できる仕組み、また早期

に復旧できるような災害に強いシステムを構築する。

　また、サーバ機器の集約・統合を行いコストの削

減を図るとともに、システム間における住民情報等

のデータ連携の標準化を行う。

-63-

 情報化の推進 情報化の推進

地域情報化推進事業

庁内情報化推進事業



◆本市で稼動している主な情報システム

【基幹情報システム（アウトソーシング運用）】

　●会津 iDC行政情報システム（平成17年～）

 （1）総合行政システム 

　 1 住民記録

　 2 人口統計

　 3 教育

　 4 印鑑

　 5 住登外

　 6 口座・納組

　 7 住民票検索

　 8 国民年金

　 9 住民税

　 10 固定資産税

　 11 軽自動車税

　 12 国民健康保険

　 13 収納管理

　 14 法人住民税

　 15 選挙

　　　（期日前・国民投票　平成22年度～）

　 16 税証明

　 17 学校給食費

 （2）子育て支援システム

　 18 児童手当

　 19 保育料

　 20 幼稚園

 （3）上下水道料金管理システム　 

　 21 上水道

　 22 下水道

 （4）住宅管理システム

　 23 住宅使用料

 （5）内部情報システム

　 24 財務会計（予算編成）

　 25 財務会計（執行管理）

　 26 財務会計（決算統計）

　 27 人事給与

　 28 起債管理

　 29 文書管理

　 30 庶務事務

　 31 グループウェア

  ●会津 iDC個別委託業務（平成17年～）

　税外収納、個別帳票印刷業務、

住民情報連携業務など

【各部局での個別導入システム】

　1 設計・積算システム（平成5年度～）

　2 農家台帳システム（平成6年度～）

　3 建築確認申請システム（平成6年度～）

　4 図書管理システム（平成7年度～）

　5 開票集計システム（平成 8年度～）

　6 外国人登録システム（平成 8年度～）

　7 公共施設予約システム（平成 8年度～）

　8 健康管理システム（平成 8年度～）

　9 障がい者福祉システム（平成 9年度～）

　10 生活保護システム（平成 9年度～）

　11 医療費助成システム（平成10年度～）

　12 家屋評価システム（平成10年度～）

　13 課税台帳システム（平成10年度～）

　14 下水道受益者負担金システム（平成11年度～）

　15 農集排受益者負担金システム（平成11年度～）

　16 介護保険システム（平成11年度～）

　17 滞納管理システム（平成12年度～）

　18 清掃手数料システム（平成13年度～）

　19 住基ネットワークシステム（平成14年度～）

　20 戸籍システム（平成17年度～）

　21 後期高齢者医療システム（平成19年度～）

　22 会議録検索システム（平成19年度～）

　23 企業会計システム（平成19年度～）

　24 ＣＭＳ(ｺﾝﾃﾝﾂﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ)（平成19年度～）

　25 eＬＴＡＸ（地方税ポータルシステム）

　　　　　　　　　　　　　　　（平成20年度～）

  26 国税連携システム（平成22年度～）

  27 証明書自動交付システム（コンビニ交付）

　（平成22年度～）

　28 当日投票システム（平成23年度～）

　29 要保護児童管理システム（平成24年度～）

　30 あいべあ（平成24年度～）

　31 庁内 GISシステム（平成24年度～）

　32 デジタルサイネージ（平成24年度～）

　33 電子入札システム（平成25年度～）

　34 官民連携クラウドシステム（平成25年度～）

　35 DATA for CITIZEN（ICTプラットフォーム）

　（平成25年度～）

　36 子育て支援システム（平成 26年度～）

　37 ゆびナビ（平成26年度～）

　38 個人住民税課税支援システム

（平成26年度～）
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第５次計画策定の背景

　本市では、平成 12年度に地域の情報化施策の方向

性を示すことを目的として「会津若松市地域情報化

基本計画」を策定し、以降、情報通信技術（以下

「ICT(※1）」という。）の進展や地域の課題等を勘案

しながら、3ヵ年毎に策定する基本計画に基づき、

高度情報化社会への対応を進めてきたところです。

　第４次計画までにおいては、情報通信基盤の整備

や行政サービスの拡充など ICTの進展や生活スタイ

ルなどの社会の変化を踏まえながら、市民がその効

果を実感できる身近な情報化社会の創造を目指して

具体的施策に取り組んできました。

　企業の経営資源とされてきた「ヒト・モノ・カ

ネ」に加え、「情報」が事業の成功に欠かせない要

素となっていることからも分かるとおり、ICT の進

歩に合わせて「情報化」の社会への浸透は目覚しく、

今や行政の事務に止まらず、まちづくりの観点から

もICTの活用は有効な手段となっています。

　第５次計画においては、国・県の ICTに関する政

策動向や第４次計画までの取り組みの評価を踏まえ

つつ、行政・市民・企業・地域団体・大学の産学官

公民の連携による地域情報化を推進することにより、

ICT を活用した魅力ある「情報化のまち」を目指し

ます。

　また、先の東日本大震災の発生に伴い、行政、市

民、企業、各種団体など、地域が一体となって会津

のまちを復興していくことが重要な課題となってい

ることから、地域の復興と便利で豊かなまちづくり

の実現のため、市の情報化の方向を明確にするとと

もに、ICT を活用した各種施策を計画的に推進する

ことを目的として「第５次会津若松市地域情報化基

本計画」を策定したところです。
(※1 ）

ICT：情報通信技術（ Information and Communication(s)

Technology）の略称。コンピュータをはじめとした情報処理技術

と、インターネットなどによる通信技術の総称。

地域情報化基本計画

◆本計画の位置づけ

　本計画は、第６次会津若松市長期総合計画を上位

計画とし、そのまちづくりにおける政策の６つの柱

のひとつ「生活環境～自然にやさしく安全で住みや

すいまち～」の「情報化が進んだまちをつくる」を

より具体的に進めるために策定するものです。

◆計画期間

　本計画の期間は、平成 25年度から平成 28年度ま

での 4ヶ年とします。

　なお、ICT を取り巻く社会情勢に急激な変化が

あった場合は、必要に応じて見直しを行うものです。

◆基本目標

Ⅰ.地域コミュニティとの協働によるきずなづくり

　核家族化の進行や地域とのつながりの希薄化など

によって失われつつある”きずな”を再構築するた

め、インターネット上で提供されるコミュニケー

ションサービスを活用することで、地域のコミュニ

ティの活性化による人と人とのきずなづくりを推進

します。

Ⅱ.災害に強いまちづくり

　防災を強く意識した”まちづくり”の醸成のため、

インターネット上で提供されるコミュニケーション

サービスの活用と情報システムの継続を図り、災害

に耐え得る持続可能なまちづくりを目指します。

Ⅲ.情報化社会に適応した行政サービスの向上

　効率性・経済性・安全性を追求した行政システム

の構築・運用を図るとともに、行政事務への有効活

用はもとより、より合理的で満足度の高い行政サー

ビスの提供に努めます。

Ⅳ.情報発信による地域産業・経済の発展

　会津の誇る人・技・歴史・文化の魅力を世界に向

けて発信することによって、観光産業をはじめとし

たあらゆる分野における地元産業の発展や、それら

を実現できる IT企業の育成を促し、地域経済の振興

を図ります。

◆計画のテーマ

～ICTを活用した魅力ある

「情報化のまち」を目指して～
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地域情報化基本計画のイメージ
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地域情報化推進プログラム（基本施策）

※1～10については次頁参照
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分野 施策名 主な事業項目

Ⅰ

1 人と人とを繋ぐきずなの醸成

2 積極的な市政情報の公開

市が保有する公共データの積極的な公開

Ⅱ

1 災害・緊急情報の提供

2 災害に強いデータ管理体制

庁舎内の業務システムにおける業務継続の体制を強化

Ⅲ

1 「人にやさしい」サービスの拡充

2 ユニバーサルデザインとの融合

3 より高度な情報システムの構築

庁内における各種システム導入の標準化

4 医療・福祉情報の連携基盤の確立

健康、福祉、保険等の業務システムの連携を強化

産学官公民の連携体制の強化

Ⅳ

1 ビッグデータの利活用

2 情報通信基盤の整備

観光案内所や各観光施設への無線アクセスポイントの設置

3
産学連携コンソーシアムの体制確立

ⅴ

1 デジタルデバイド（情報弱者）の解消

生涯学習としてのＩＣＴセミナーの開催

サポーターとの協働によるスキルアップセミナーの開催

2 職員の情報リテラシー向上

職員研修による人材の育成

情報化人材を育成する体制の充実と活動機会の創出

【地域コミュニティの形成】
市民や地域団体との協働による
快適なくらし

コミュニケーションツールとしてのICTの活用を促進

地域コミュニティの活性化に向けた、公共的な連絡網シス
テムの構築

市ホームページとSNS( 1)※ との連携を拡充

【震災からの復興】
災害に強く安全で安心して暮らせ
るまちづくり

SNSの活用による、市民等との双方向通信システムの構築

GIS( 2)※ を活用した避難誘導情報や防災施設情報の提供

クラウド（コンピューティング）( 3)※ 技術を活用した業務シス
テムの全体最適化の推進

【行政サービスの向上】
情報化社会に適応したサービス
提供とシステム構築

窓口証明受付サービス( 4)※ の検討

GISの導入、利活用の拡大

市ホームページへの読み上げ機能、背景色変更機能( 5)※
等の追加

デジタルサイネージ( 6)※ の利活用と拡充

オープンスタンダード( 7)※ の採用および普及促進

【地域産業・経済の発展支援】
産学官公民が連携した会津の魅
力発信による地域経済の振興

市ホームページで公開するオープンデータ( 8)※ の拡充と
普及啓発の推進

オープンデータを活用した観光アプリや住民向けサービス
などの創出を支援

商用目的による無線アクセスポイントの商店街への設置推
進

ICT産業の振興

スマートグリッド( 9)※ 関連企業やデータセンター( 10)※ 等の
企業誘致の推進

【情報リテラシーの向上】
だれもが情報化の恩恵を受けるこ
とができるためのひとづくり



(※1）
ＳＮＳ（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）

同じ趣味や嗜好をもった利用者同士が、メールや日記によるコ

ミュニケーションを取ることができるインターネット上で提供さ

れるサービス。（ツイッターやフェイスブックなど）

(※2）
ＧＩＳ（ジオグラフィック･インフォメーション･システム）

地図情報システムの略称。コンピュータ上に地図情報やさまざま

な付加情報を持たせ、作成・保存・利用・管理し、地理情報を参

照できるように表示・検索機能をもったシステム。

(※3）
クラウドコンピューティング

従来は手元のコンピュータで管理・利用していたようなソフト

ウェアやデータなどを、インターネットなどのネットワークを通

じてサービスの形で必要に応じて利用する方式。

(※4）
窓口証明受付サービス

ロビー等に設置の専用端末から、住民基本台帳カードを利用して、

コンビニ証明発行と同様の操作により証明の発行指示を行うこと

ができるため、利用者の申請書の記入が不要となるサービス。

(※5）
背景色変更機能

視覚障害者の方等のために、ウェブページの背景色と文字のコン

トラストを高くし、文字を読みやすくする機能。

(※6）
デジタルサイネージ

屋外や施設等に設置された液晶ディスプレイなどの映像表示装置。

近くにいる人や通りすがりの人に案内情報や広告などを表示する

装置で、看板やポスターなどを電子化したもの。

(※7）
オープンスタンダード

オープン・スタンダード（仕様が公開されていて利用に制限がな

い）を採用することによって、特定の企業に依存することがない

ため、システム更改の際に競争性が保たれることから、コストを

抑えたシステム構築が可能となる。

なお、市ではマイクロソフトオフィスや一太郎などの有償オフィ

スソフトでなく、オープン・スタンダードで無償のオフィスソフ

トであるリブレオフィスを採用している。

(※8）
オープンデータ

商用・非商用を問わず自由に利用や再配布が許可され、誰もが自

由に利用できる標準的な形式で公開されるデータ

(※9）
スマートグリッド

電力の流れを供給側・需要側の両方から制御し、最適化できる送

電網。専用の機器やソフトウェアが、送電網の一部に組み込まれ

ている。

(※10）
データセンター

市の基幹情報システムを含めた各情報システム・コンピュータや

データ通信などの装置を設置・運用することに特化した施設。市

と運用に関する委託契約を締結している。
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  本市の情報公開制度と個人情報保護制度は、本市

の行政運営の基本理念である「市民参加のまちづく

りの推進」や「開かれた、信頼される市政の推進」

を実現するため、平成 9年 4月に施行した制度であ

る。

  情報公開制度は、「会津若松市情報公開条例」に

基づき、市民の知る権利を保障するため公文書の開

示請求権について定めるとともに、市に公文書の開

示を原則として義務付けるものである。

  一方、「会津若松市個人情報保護条例」に基づく

個人情報保護制度は、市における個人情報の取扱い

ルールを明確にするとともに、市が保有する自己情

報の開示等を請求する権利を保障し、市民のプライ

バシーの保護を目的とするものである。

  平成 15年 4月に両制度の充実を図るため、これま

での条例の趣旨を継承し、条例を全面的に見直した

ところである。

  平成16年 4月からは、個人情報保護制度をより強

固なものとするために、個人情報の漏えい等に対す

る罰則規定を個人情報保護条例に設けた。

　平成 27年 10月には、「行政手続における特定の

個人を識別するための番号の利用等に関する法律」

（平成 25 年法律第 27 号。以下「番号法」とい

う。）の施行に伴い、個人番号をその内容に含む個

人情報（以下「特定個人情報」という。）の取扱い

について、国に準じた取扱いとするため、個人情報

保護条例の一部改正を行った。

　情報公開制度は、市民の知る権利を保障するた

め、市が保有する公文書を開示請求する権利につい

て定めるとともに、市の機関に原則として開示する

ことを義務付けるものである。

　情報公開制度の意義は、市の保有する情報を市民

に積極的に公開することによって、本市行政運営の

基本理念である「市民参加のまちづくりの推進」や

「開かれた、信頼される市政の推進」を実現するこ

とにある。

　そのためには、市政全体を透明化、オープンにす

ることが必要であり、その前提条件として「情報な

ければ参加なし」といわれるように、本市の行政に

関するさまざまな情報を入手、共有できるシステム

の確立が不可欠となる。

　これにより、本市の住民自治、ひいては地方自治

の健全な発展に寄与するものである。

◆情報公開制度の目的

   1 公文書開示請求権の保障

 市民が市の行政機関に対して、その保有する

 公文書の開示を請求できる権利を保障する。

   2 市政参加の推進

 市民の市政に対する理解と認識を一層深め、

市民の市政参加を推進する。

  3 市政に対する信頼の確保

行政情報を原則開示することによって、公正

で開かれた行政執行が担保され、市政に対する

市民の信頼関係が一層深められる。

  4 職員の意識改革と効率的な行政運営の推進

市民から公文書の開示請求があったときは、

市はその請求に適宜的確に応じなければならな

い義務があり、職員の意識の変革により行政運

営の改善と適正かつ効率的な事務執行が一層確

保される。

◆情報公開制度の概要

  1 制度の対象となる市の機関

情報公開制度の対象となるのは、市のすべて

の機関である。具体的には、市長、水道事業管

理者、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員

会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査

委員会及び議会が制度の対象となる。

  2 原則開示の義務と不開示情報

市民等は、市が保有する公文書の開示を請求

することができる。請求を受けた市の機関は、

不開示情報が記録されているときを除き、開示

しなければならない。

不開示情報には、法律や条例の規定により公

にすることができない情報である法令秘情報な

ど、6つの類型がある。

3 開示手数料

開示の手数料は無料とする。ただし、写しの

交付を受ける場合には、コピー代（1枚 10円）

がかかる。

◆個人情報保護制度の目的

1 個人情報の適正な取扱いルールの確立

個人情報の適正な取扱いを確保するため、市

が行う個人情報の収集、管理、利用等に関する

制限を設け、プライバシーの侵害を防止する。

また、市の機関から個人情報を取扱う業務の
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委託を受けたもの等についての責務を定める。

  2 自己情報の開示等請求権の保障

市民が市の行政機関に対して、行政機関の保

有する自己情報の開示、訂正、削除等を求める

権利を保障する。

3 市民の基本的人権の擁護

個人情報が誤っていたり、その漏えいや不当

な利用がなされれば、個人の名誉や人格が傷つ

けられたり、不当な差別に利用されたりするな

どさまざまな支障が生じ、個人の幸せな生活

が脅かされる事態となる。そうしたことのな

いよう、個人情報を保護し、市民の基本的人

権の擁護を図る。

  4 市政に対する信頼の確保

正しく取り扱われた正確な個人情報で行政

運営がなされることとなり、また「誤った個

人情報」の訂正等を請求する権利の保障とい

う仕組みによって、市政に対する市民の信頼

関係が一層深められる。

◆個人情報保護制度の概要

  1 個人情報の取扱いルールの明確化

市の機関が個人情報を取り扱う場合のルー

ルを定めている。

主なルールとしては、「個人情報収集の制

限－個人情報を収集する場合は、取扱い目的

を明確にし、本人以外からの収集を原則禁

止」や「目的外利用と外部提供の禁止－収集

した目的以外の個人情報の利用（目的外利

用）と市の機関以外への個人情報の提供（外

部提供）を原則禁止」がある。

　また、番号法の施行に伴い、特定個人情報

の取扱いについて、目的外利用及び外部提供

の厳格化など、通常の個人情報の取扱いとの

区別を図っている。　

なお、市の機関とは市のすべての機関で、

市長部局、各行政委員会、水道部及び議会で

ある。

平成 16年 4月から次のとおり、個人情報の

不適切な取扱いに対して罰則規定が設けられ

た。

①「職員」及び「市からの委託業務に従事して

いる者」の個人情報の漏えい等に係る罰則

　ア「個人の秘密が記録されたデータベー

スを正当な理由がなく提供」をした場

合は、2年以下の懲役又は 100万円以下

の罰金が科される。

イ「個人情報を不正な利益を図る目的で

提供又は盗用」をした場合は、1年以下

の懲役又は 50万円以下の罰金が科され

る。

②市からの委託業務に従事している者の雇用者

（会社等）に対する罰則

　　　　　市からの委託業務に従事している者が

上記①の行為をした場合は、その雇用者

（会社等）に対しても、同様の罰金が科

される。

③「職員」による個人情報の収集に係る罰則

　　　　　職員が職権を濫用して、職務以外に用い

るため個人情報を収集した場合は、1年以

下の懲役又は 50万円以下の罰金が科され

る。

④「不正な手段で自己情報の開示を受けた者」に

係る罰則

　　　　　成りすまし等の不正手段によって、自己

情報の開示を受けた者に対して、5万円以

下の過料が科される。

  2 自己情報のコントロールの保障

プライバシー権を従来の「ひとりにしてお

いてもらう権利」から「自己に関する情報の

流れをコントロールする権利」へとより積極

的、能動的にとらえ直し、自己情報につい

て、開示請求権・訂正請求権・削除請求権・

利用等の中止請求権の4つの請求権を定める。

これは、自己に関する情報は自分のもので

あるから、自分で管理し、他人のところにあ

る自己情報がどうなっているのかを知り、そ

れをコントロール（関与・支配）できてこそ

真のプライバシーの権利が確立されるという

考え方に基づくものである。

  情報公開制度と個人情報保護制度の適正かつ的

確な運用を図るため、第三者機関として「会津若

松市情報公開及び個人情報保護審査会」を設置し

ている。

  情報公開制度においては、公文書開示請求に対

し不開示等の決定があった場合又は公文書開示請

求に係る不作為があった場合に、市に対して審査
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請求をすることができる。その際、不開示等の決

定をした、又は決定をすべき市の機関が審査請求

を受理し、それについて判断を下す。しかし、審

査請求に対する公平公正な審査がなければ、情報

公開制度に基づく市民の権利が十分に保障されて

いるとは言えない。

  そのため、審査請求の当事者とは異なる第三者

機関としての不服審査機関を設置し、同機関での

慎重な審議を保障し、信頼され得る情報公開制度

とするものである。

  一方、個人情報保護制度においても、原則禁止と

なっている個人情報の目的外利用や外部提供の例外

を認めることは、慎重かつ客観的な判断が求められ

る。また、自己情報の開示請求等に対する決定又は

自己情報の開示請求等に係る不作為に係る審査請求

においても、公平公正な審査が必要である。

  そのため、個人情報保護制度においても、このよ

うな場合に、中立的な第三者機関での慎重な審議を

保障し、個人情報保護制度の実効性を確保しようと

するものである。

◆審査会で審議を行う事項

 1 情報公開制度及び個人情報保護制度における

     市の機関の処分又は不作為に対する審査請求

に関すること。

 2 個人の内心の自由に関する情報の例外的取扱

   いに関すること。

 3 個人情報の目的外利用及び外部提供に関する

   こと。

 4 個人情報の処理に係る他の電子計算組織との

   結合に関すること。

 5 その他情報公開及び個人情報保護に関するこ

   と。

◆審査会の組織

   市長が委嘱する委員5人以内をもって組織する。
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　本市は、性別にかかわりなく個人として尊重され、

その個性と能力を十分に発揮できる「男女共同参画社

会」を実現するため、これまで条例や計画にそって施

策の展開を図ってまいりました。

　市民との協働による啓発イベント等の開催や、次代

を担う子ども達への男女平等教育の実施、女性のエン

パワーメント講座の実施、ワーク・ライフ・バランス

等男女がともに働きやすい環境づくりを行う事業者へ

の表彰等の施策により、男女共同参画意識の向上や社

会環境づくりの推進に向けて、一定の成果がありまし

た。

　一方、少子高齢化の進行や経済活動の変化などに伴い、

人々の価値観や生活スタイルは一層多様化しています。

　このような社会経済情勢の急速な変化に対応し、活

力あるまちづくりを進めるため、平成 26 年４月に

「第４次男女共同参画推進プラン」が施行されました。

６つの重点目標と 13の主要施策により、さらなる男

女共同参画社会づくりを進めていきます。

1985年（昭和60年）

　　　「会津若松市婦人行動計画」策定

　                        (計画期間1985～1995)

1995年（平成7年）

　 「第２次会津若松市女性計画ぱぁーとなー

しっぷ21」策定 　(計画期間1996～2003）

1999年（平成11年）

　　　「男女共同参画社会基本法」公布・施行

2000年（平成12年）

　　　2.27会津若松市男女共同参画都市宣言

2001年(平成13年)

「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護

に関する法律(ＤＶ防止法)」公布・一部施行

会津若松市男女共同参画ビジョン会議設置

　　　会津若松市職員旧姓使用取扱要綱制定

2002年(平成14年)

　　　会津若松市内全県立高校男女共学化

2003年（平成15年）

　　　｢第３次会津若松市男女共同参画推進プラン

『チャレンジ2008』｣策定

　　　　　　　　　　　（計画期間2004～2008）

　　　会津若松市男女共同参画推進条例制定

　　　（平成15年 12月 19日公布、平成16年 4月 1日施行）

2005年（平成17年）

　 　　2.27 会津若松市男女共同参画都市宣言 5

周年記念式典

2008年（平成20年）

　 　　｢第 3 次会津若松市男女共同参画推進プラン

（改訂版）｣策定　（計画期間2009～2013）

2010年（平成22年）

　　　2.20会津若松市男女共同参画都市宣言１０周年記

念行事

2013年（平成25年）

　　　 ｢第４次会津若松市男女共同参画推進プラン」

　　　　策定　　　　　（計画期間2014～2018）

2015年（平成27年）

　　　2.1 会津若松市男女共同参画都市宣言 15

周年記念事業
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１.　制定の趣旨

  会津若松市においては、昭和60年に会津若松市婦

人行動計画を策定し、平成 12年には、市民が主体と

なり県内で初の「男女共同参画都市宣言」をするな

ど、市民との協働による男女共同参画の取り組みを

積極的に展開してきました。

　しかしながら、今なお性別による固定的な役割分

担意識やそれに基づく社会慣行など、地域社会のさ

まざまな分野において、解決しなければならない課

題が存在しています。このような状況の中、少子高

齢化、国際化の進展をはじめとした急速に変化する

社会経済情勢に対応し、真に調和のとれた平和で豊

かな活力のある会津若松市を築いていくためには、

男女共同参画社会の実現が求められています。

　このため、「会津若松市男女共同参画推進条例」

を制定し、市民、事業者及び市が一体となって、男

女共同参画社会の実現を目指すものです。

２.　主な内容

(1)男女共同参画を推進するため、個人の人権尊重

など６つの基本理念を定める

(2)市、市民及び事業者の責務を明らかにする

(3)教育の場と雇用の分野においての男女共同参画

の推進

(4)性別を理由とする差別的な行為、間接差別の禁

止

(5)施策や人権侵害に対する苦情等の申出及び処理

について、関係機関との連携を図るなど適切な

対応に努める

(6)市長の附属機関として男女共同参画審議会を設

置し、委員の構成を原則男女同数とする

１．計画の基本理念

「男女がともに認め合い、思いやり、一人ひとりが

輝く社会を目指して」

　すべての市民が性別にかかわりなく、家庭や学校、

職場や地域社会などのあらゆる場において、多様な

生き方が尊重され、その個性や能力を十分に発揮す

ることができ、自分の意思で参画し、ともに協力し

合うことができる「男女共同参画社会」を目指しま

す。

２．計画の基本目標

　Ⅰ　男女共同参画への意識づくり

　Ⅱ　男女共同参画の社会環境づくり

　Ⅲ　人権が侵害されることのない社会環境づくり

３．計画の性格

　男女共同参画社会形成に向け、本市の主要な施策

について記載されたものであるとともに、市民一人

ひとりがそれぞれの立場から家庭、地域、学校、職

場など社会全体において積極的に取り組んでいくた

めのものです。

４．計画の位置づけ

　○男女共同参画社会基本法第14条第３項

　　「市町村男女共同参画計画」

　○会津若松市男女共同参画推進条例第９条

　　「男女共同参画推進計画」

　○第６次会津若松市長期総合計画「新生会津

　　未来創造」の具現化に向けた個別計画

５．計画の期間

　平成 26 年度（2014 年）から平成 30 年度（2018

年）までの5年間とします。
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計 画 の 体 系 

 

Ⅰ 男女共同参画への 

意識づくり 

Ⅱ 男女共同参画の社 

会環境づくり 

Ⅲ 人権が侵害される

ことのない社会環境

づくり 

１ 男女共同参画への理解 

促進 

２ 男女共同参画の視点に 

よる学習の推進 

３ ワーク・ライフ・バラ 

ンス（仕事と生活の調和）

の推進 

４ 地域活動における男女  

共同参画の環境づくり 

５ 政策・方針決定過程へ 

の男女共同参画の促進 

６ 人権が侵害されること        

 のない社会環境づくりに 

向けた支援 

（1） 男女共同参画への理解促進に向けた広報・

啓発活動 

（2） 男女共同参画に関する調査／情報の収集と

提供 

（3） 男女共同参画の視点による学校教育の推進 

（4） 男女共同参画の視点による生涯学習の推進 

（5） 仕事と家庭生活との両立支援 

（6） 男女がともに働きやすい職場環境の整備と

女性の活躍の促進 

（7） 男性にとっての男女共同参画の推進 

（8） 地域活動における男女共同参画の推進 

（9） 男女共同参画推進活動への支援 

（10） 政策・方針決定過程における女性の参画の

促進 

（11） 女性の人材育成の推進 

（12） ＤＶ等防止に向けた意識啓発 

（13） 相談・支援体制の充実 

基 本 目 標  重 点 目 標  主 要 施 策  

 
【基本理念】 男女がともに認め合い、思いやり、一人ひとりが輝く社会を目指して 

 



　交通の発達や情報通信技術の著しい進歩により、

人、もの、情報等の交流が地球規模で展開される

ようになってきた今日､本市においても、平成 5年

の会津大学の開学などを契機として国際化の進展

を身近に感じられるようになった。

　平成19年度を初年度とする第６次長期総合計画

においては、国際的な広い視野を持った人づくり

と、外国人が暮らしやすい環境の整備を進め、互

いの文化を認め合い共生する平和な社会を目指す

ことを目標に掲げ、国際感覚豊かな人づくりの推

進と外国人が安心して暮らせる環境の整備に取り

組んでいる。

　また、海外都市との都市間交流においては、平

成 3年に中国荊州市と友好都市を締結、平成 17年

11 月には河東町がアメリカ合衆国リーサミット市

と締結していた姉妹都市関係を合併により引き継

ぎ、さらに平成 18年には北マリアナ諸島サイパン

市と親善交流都市を締結したところである。長期

総合計画に基づき、これらの都市との交流を推進

し、相互の理解と友好を深めるものである。

　今後とも、国際化施策を積極的に展開し、国籍

や民族を問わず、すべての市民がその違いを認め

合い、尊重しあうことのできる共生の地域社会づ

くりを目指すものである。

◆国際交流推進事業

  1 英語版市政だよりの発行

  2 外国人生活相談の実施

  3 国際交流協会への助成

◆友好都市

　中国湖北省荊州市　平成3年6月15日締結

　戦時中、本市に本拠地があった旧陸軍歩兵第 65

連隊（通称白虎部隊）が沙市市（現荊州市）に駐

屯した縁により、戦後関係者の友好訪問が行わ

れ、その後民間交流の機運が盛り上がり、平成 3年

に沙市市において、両市間の相互理解と友好並び

に信頼を深め、両市の繁栄と発展の道を開き、

子々孫々・世々代々の平和と友好に貢献するた

め、友好都市を締結した。

  1 政府代表団相互訪問事業

  2 専門団相互訪問事業

  3 青少年書画交換交流事業

  4 民間の友好交流事業への助成

◆姉妹都市

アメリカ合衆国ミズーリ州リーサミット市

平成14年 11月 21日締結

　平成 11年より河東町において「学校教育国際化

事業」が開始され、学生間の Eメール交換や、平成

14年度から始まったホームステイ派遣事業を通し

て交流を深め、平成 14年に河東町において、相互

の親善関係と理解を深めるため、将来の世代の間

で友好・協力関係が永続するよう文化的教育的交

流を行うことを目的として姉妹都市を締結した。

  1 ホームステイ訪米団派遣事業

  2 ホームステイ受入事業

◆親善交流都市

　　　アメリカ合衆国自治領北マリアナ諸島サイパン市

平成18年 9月 22日締結

  本市出身の松江春次氏が、サイパン島において

製糖事業を成功させ、現地に繁栄をもたらし

「シュガーキング」と呼ばれたという縁により、

関係者間の交流が行われ、その後民間団体による

交流の機運の盛り上がりを受け、平成 18年に本市

において、共有する歴史を貴重な遺産としてとら

え永く後々の世代まで引き継ぎ、幅広い分野にお

ける交流を通じて友好関係を深め、両地域の発展

と繁栄を目指すため、親善交流都市を締結した。
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◆青森県むつ市　昭和59年 9月 23日締結

  明治戊辰の役により、会津藩が斗南藩として現

在のむつ市を中心とする青森県に移封となり、辛

苦の末たどり着いた会津藩士たちを陸奥の人々は

軒先に提灯をつるし、温かく迎えてくれたという

歴史的絆による。姉妹都市の締結により、両市の

友好親善はもとより、教育・文化・経済・観光等

の交流を図るとともに、両市のより一層の繁栄を

期するものである。

 ・ 現在までの両市の交流

  1 両市代表団の相互訪問

  2 教育使節団の相互派遣

  3 小中学生の書画、作文の交換

  4 物産展の相互開催

  5 各種公式行事への参加

  6 まつりの交歓

  7 駅伝・マラソン大会参加等のスポーツ交流

  なお、平成 16年 9月には締結 20周年を迎え、本

市で「歴史シンポジウム in会津」を記念事業とし

て実施し、記念祝賀会などを開催した。

  また、相互に 4年ごとの表敬訪問を行っており、

平成 24年度はむつ市が本市を訪問し、平成 26年度は

本市がむつ市を訪れ、締結 30 周年の記念事業として記

念式典・記念植樹を行った。

　共通の歴史で結ばれた絆を次の世代に引き継ぐ

とともに、地域間交流を推進し、両市の友好親善

関係の発展を目指す。

  

親善交流都市の締結により民間交流を支援し、親

善を深め、両市の繁栄と発展を推進するものであ

る。

◆徳島県鳴門市　平成11年 10月30日締結

　本市第 9代市長松江豊寿(まつえとよひさ)氏が

板東俘虜収容所長時代、ドイツ兵捕虜に対し、寛

容と博愛の精神をもって人道的に接した。この

ヒューマニズムあふれる人権尊重の史実を両市の

至宝として共有し、市民の人権意識の高揚を図る

ものである。

　なお、平成 18年 6月には、松江豊寿を主人公と

する映画「バルトの楽園」が公開された。

◆長野県伊那市（旧高遠町）

平成12年 9月 24日締結

　高遠藩主であった保科正之公が最上藩主を経

て、会津松平藩初代藩主となり多くの家臣ととも

に会津の地に根をおろした縁による。正之公の清

廉で高潔な人格は、高遠の地で育まれ会津で花開

いたといわれ、その教えは会津の心の規範として

受け継がれてきたものである。

-76-

日本最古の石造アーチ式ダムと
釜伏山（かまふせやま）

親善交流都市

大鳴門橋と渦潮

タカトオコヒガンザクラと南アルプス連峰

姉妹都市



◆北海道余市町

平成27年 10月14日締結

　明治元年（1868 年）に会津藩が戊辰戦争に敗れ

た後、旧会津藩士団は北海道開拓のため、当時未

開の余市に入植し、苦難の末、黒川村、山田村を

開いた。その他、余市において「日進館」を開校

して教育に力を注ぎ、また、りんご「緋の衣（ひ

のころも）」の栽培に成功した。

　両市町は、互いを結ぶゆかりを貴重な歴史的遺

産として次代に引き継いでいくこととし、住民意

識の高揚を図るものである。

◆神奈川県横須賀市　平成17年 4月17日締結

　相模の国佐原郷（横須賀市）を拠点としていた

葦名氏の祖、佐原十郎義連が源頼朝から領地を与

えられ、以後、約 400年間、葦名氏が会津を治め

た。

　文化 7年（1810年）からの 10年間、会津藩が江

戸湾警備を行うために、三浦半島を統治し、藩士

たち約 1,000人が駐留した。

　両市は、互いに統治し、統治されるという奇し

き歴史を共有しており、この貴重な遺産を礎に親

善交流のさらなる推進を期する。

  文武両道の武将として名高い蒲生氏郷公のまち

づくりを礎として発展した、日野町、松阪市、会

津若松市のゆかり三市町がネットワークを形成

し、氏郷公を共有の、貴重な歴史的遺産として永

く後世に引き継ぎ、相互交流を通じて親善を深

め、地域の繁栄と発展を図るものである。

　　　　　　　（平成14年9月22日宣言）

◆滋賀県日野町　

　1556 年、蒲生氏郷公生誕の地で、蒲生家の繁栄

とともに城下町として商工が栄え、後に天秤棒一

本で行商を始め、関東中心に多くの店を構えた近

江商人発祥の地である。

◆三重県松阪市　

　1558 年、蒲生氏郷公によって開かれた城下町。

古くから熊野、和歌山、参宮街道が集まる交通の

要衝として、多くの旅人で賑わい、江戸時代に

は、三井高利などの多くの豪商を輩出した。

　1808 年（文化 5年）、開国・通商を求め実力行

使にでてきたロシアからの脅威に備え、会津藩が

約 1,600 名の藩士たちを派遣し、樺太・宗谷・利

尻の警備を行った。約 50 名の藩士たちが厳しい自

然環境と水腫病で亡くなり、その墓は、現在でも

地元の方々の手により大切に管理されている。

　北海道の稚内市・利尻富士町・利尻町・会津若

松市の 4市町は、共通の歴史を末永く継承し、交

流による地域の繁栄と発展を図るものである。

(平成20年7月 4日宣言)

◆北海道稚内市　

　北方警備で犠牲になった会津や秋田の藩士たち

の墓「旧藩士の墓」が宗谷旧護国寺跡にあり、毎

年、地元町内会の方々により、盛大な慰霊祭が執

り行われている。

◆北海道利尻富士町　

　会津藩士の墓が景勝地であるペシ岬と慈教寺境

内の 2箇所にある。いずれも町の文化財に指定さ

れ、大切に管理されている。

-77-

腰越　会津藩士墓地

友好都市

蒲生氏郷公ゆかりネットワーク共同宣言

会津藩北方警備ゆかりの地交流都市共同宣言

「緋の衣」の原木



◆北海道利尻町　

　会津藩士の墓の隣に「会津藩士顕彰碑」が平成 8

年に建立された。顕彰碑は高さ 2.8 ｍ、幅 1.1

ｍ、重さ 3.5ｔで、会津の磐梯石を台座としてい

る。

　激動の幕末にあって京の都の治安の保持に任じ

た京都守護職松平容保公と会津藩士たち。同志社

大学を興した新島襄を支えた会津出身の妻・新島

八重。

　こうした先人達が紡ぐ両市の縁にとって節目の

年、東日本大震災からの復興と両市の友好発展を

目指し、観光分野を中心とした相互協力・交流を

実施することを宣言する。

（平成24年３月20日）

◆京都府京都市

　深い歴史と文化を兼ね備えた、日本を代表する

都市であり、数多くの縁がある。

　会津藩士の墓がある金戒光明寺・西雲院では、

毎年京都會津会主催による、盛大な法要が執り行

われている。
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◆部局別職員数     　　　（平成28年 4月１日現在）

  区   分 定 数

     現       員

一  般

行政職

技 能

労務職
  計

市長部局 829 732 42 774

議会 13 11 0 11

監査委員 8 6 0 6

選挙管理委員会 7 7 0 7

公平委員会 1 0 0 0

農業委員会 9 8 0 8

教育委員会 209 105 19 124

水道部 94 36 0 36

    計 1,170 905 61 966

※育休任期付職員、国等からの派遣職員及び短時間

勤務職員を除く。

◆平均給料月額及び平均年齢（各年4月１日現在）

区分 職員数 平均年齢 平均給料

平

成

27

年

行政 891人 42歳 10月 330,100円

企業 36人 42歳  6月 332,600円

技労 65人 51歳  9月 359,900円

　 計 992人 43歳  5月 332,200円

平

成

28

年

行政 874人 43歳  3月 331,600円

企業 36人 43歳  6月 337,300円

技労 61人 52歳  4月 356,100円

　 計 971人 43歳 10月 333,300円

※会津若松地方広域市町村圏整備組合への派遣職員

分(平成27年 4名分、平成28年 4名分)を除く。

◆初任給基準            （平成28年 4月１日現在）

  区    分 学   歴    初  任  給

 一般行政職

大  学  卒 188,400円

短  大  卒 　 161,700円

高  校  卒    148,700円

◆基本方針

　「職員研修」は、職務遂行において必要とされる

能力を直接的に開発・向上させる手法であり、平
成21年５月に策定した「第２次会津若松市人材育
成基本方針」においても、人材育成システムの重
要な柱として位置づけている。
　同基本方針およびその実施計画である「人材育
成推進プラン（平成 27年度～平成 29 年度）」に
基づき、職員研修の充実を図り、個々の研修を適
切かつ着実に推進していくことにより、職員の職
務遂行意欲の向上と能力開発を図る。

◆職員研修体系

１　研修所研修

　①階層別研修

　　　管理職研修、ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ研修、新規採用職員研

修、民間企業体験研修、ふくしま自治研修セン

ター階層別研修　等

　②専門研修

　　　庶務財務実務研修、ふくしま自治研修センター

選択研修　等

　③特別研修

　　　健康管理・ﾒﾝﾀﾙﾍﾙｽ研修、普通救命講習、防火

管理者資格取得講習　等

２　派遣研修

　①国等

　　　経済産業省及び経済産業省資源エネルギー庁へ

の派遣

　②民間企業等

　　　民間企業体験研修、社会福祉施設体験研修

　③外部研修専門機関

日本経営協会、市町村アカデミー、全国建設研

修センター、ふくしま市町村支援機構等への派

遣研修

　④先進都市

国内で先進的な事務・事業を実施している自治

体への派遣研修

３　職場研修

  　専門講師を招いての職場研修実施における経費

の一部支援

４　自己啓発

①通信教育講座受講支援

②職員自主研修活動支援
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◆市政モニター

　昭和 47 年から実施しているもので、市政モニ

ターを通じ市政に対する市民の意見や要望を聴取

し、市民の声を反映させる制度である。

　なお、平成 21年度までは各地区からの推薦並び

に公募による応募者を市政モニターとして委嘱し

ていたが、平成 22年度より登録型の市政モニター

制度へと変更し、主に市政に関するアンケートな

どにインターネットや郵便などで回答してもらう

制度とした。

◆市長への手紙

　年2回全世帯配布の市政だより（平成 27年度は 6

月 1日号、12月 1日号）に「料金受取人払」ハガキ

を刷り込み、市政に対する意見、要望を聴取してお

り、昭和45年にスタートした。

　なお、平成 27年度の受理数は 381通（平成 28年

3月 31日現在）であった。

◆市長への提案ポスト

　市の庁舎や支所などに投書箱を設置し、広く市

民から市政へのさまざまな提案を幅広くうけよう

とするものであり、平成 4 年 7 月よりスタートし

た。

● 平成27年度投書件数  52件

◆ふれあいの日

  平成 3 年 8 月よりスタートした「ふれあい土曜

日」が週休2日制の導入に伴い、平成4年 11月より

「ふれあいの日」と改められた。

  市民の市政に対する意識や要望を把握し、市政

運営の参考とするため、毎月 1回午前 9時から 11

時まで市長室を開放し、市民と市長の対話の場を

設けようとするものである。

◆施設めぐり（平成27年度）

・実施回数   　4回

・参加者     　69人

・開催期間   　5月～10月

・対象       　10人以上の団体。定員は20人

　　　　　　　（市内に在住・通勤・通学してい

　　　　　　　る人で構成する10～20人の団

　　　　　　　体）

●見学コース（平成27年度）

 1日コース（ｽﾏｰﾄｼﾃｨ・Ａ・Ｂコース）と半日

コース（Ｃ）がある。

ｽﾏｰﾄｼﾃｨ .東山ダム発電所～㈱ｸﾞﾘｰﾝ発電～会

津若松ｳｨﾝﾄﾞﾌｧｰﾑ～会津若松太陽光発電・

会津若松Akisaiやさい工場

Ａ.東山浄水場～会津若松消防署～消防本部

通信司令センター～環境センター

Ｂ.公設卸売市場～馬越浄水場～南花畑デイ

サービスセンター～下水浄化工場

Ｃ.東山浄水場～下水浄化工場

◆各種広報の編集・発行（平成27年度）

 【市政だより】

・発行回数    年 12回（毎月1日）

・形状        Ａ 4判（平均 25頁で構成）

・年間予算    11,633千円（大熊町分含む）

・配布方法    配送業者に委託（配送業者～各

区長～全世帯）

 【点字市政だより】

・発行回数    年 12回（毎月1日）

・形状        Ｂ 5判（平均 35頁）

・年間予算    483千円

・配布方法    ボランティアグループ「点字

              サークルひよこ」に委託

 【声の市政だより】

視覚障がい者を対象に、会津若松音訳サークル

ひびきの会が市政だよりをテープやＣＤに朗読、

録音し、利用者に郵送している。

　平成28年 4月 1日現在の利用者は38名。

・発行回数     年 12回（毎月1日）

・年間予算     461千円

また、インターネットを利用して誰もが聞く事

　ができるように、録音された音データを市の

ホームページにも掲載している。

 【英訳市政だより】

市政だよりの原稿（お知らせを中心として外国

人に必要と思われる部分）を英訳して、庁内で印

刷（現在約 210部）している。

・発行回数    年 12回（毎月1日）

・形状        Ａ 4判（平均 8～12頁）

・配布方法    希望者に郵送

◆テレビによる広報

　テレビによる広報は、県内のほぼ全域をカバー

するテレビの特性を活かして、市民だけでなく市

外の人々へも情報の発信を行っている。各種募
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集、イベントや催し物のお知らせなどの情報を紹

介する番組を、県内民放テレビ局 4社が交代で毎月

1回放映している。（5分間番組）

4～6月　　福島中央テレビ（FCT）

7～9月　　テレビユー福島（TUF）

10～12月　福島放送（KFB）

1～3月　　福島テレビ（FTV）

◆ラジオによる広報

  ラジオによる広報は、エフエム会津で市政情報

などを放送している。

【放送時間】

●エフエム会津   月～金曜日   13：50～14：00

◆会社の概要

・会社名            株式会社エフエム会津

・愛称              ＦＭ愛'ｓ

・資本金            5,200万円

・出力              20W

・周波数            76.2MHz

・放送区域内世帯数  38,800世帯

・開局年月日        平成8年9月21日

【放送委託料（番組買上げ）】 

●放送時間      月～金曜日　13：50～14：00

   ・10分番組  

月間広報計画に基づき、市職員の放送ス

タッフが番組を構成し、放送する。番組は市

側の出演者と市職員の放送スタッフとの対話

方式で進める（読み原稿は作成せず、進行表

を放送スタッフが作成する）。原則、事前録

音。

【放送スタッフ制度】 

●目的

・コミュニティ放送の特性により、市民に対

　して最新の情報を伝えることが可能である

　ことから、伝えたい情報をリアルタイムに

　知りたい人に伝えるシステムを構築する。

・若手職員を起用することにより、市民にわ

  かりやすく親しみの持てる内容にしていく。

● 人数      23人

●任期      1年間（7月～翌年の6月）

        ※ 1年ごとに更新する。

● 募集方法  主査以下の若手職員とし、各部等

　　　　　からの推薦と公募による。

●担当業務 月～金曜日に放送する10分番組の

　　　　 構成、放送等を行う（ローテーショ

         ンにより月1回程度担当）。

【災害時の協力体制】 

● 災害協定

　・市の災害対策本部が設置された場合、

　　対策本部からの情報を最優先で放送す

　　る内容の協定を平成8年9月20日締　

　　結。

・Jアラート（全国瞬時警報システム）

　からの情報に基づき、気象情報・国民

　保護情報などを、音声自動割込み放送

　する内容の協定を平成26年 3月 19日

　締結。

● その他の災害時

 　　　・災害時の情報伝達については、局の放送

     　　目的に位置づけられていることから、大

    　　  災害時以外の災害については、局側が自

       　主的に優先して放送する。市としても情

　 報を提供する。
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 統 計 事 務 統 計 事 務
お も な 基 幹 統 計 調 査

実施主体 調　　査　　名 根　拠　法　令 周期

総務省

国勢調査 国勢調査令、国勢調査施行規則

経済センサス（※） 経済センサス規則

住宅・土地統計調査 住宅・土地統計調査規則

労働力調査 労働力調査規則 毎年

小売物価統計調査 小売物価統計調査規則 毎年

家計調査 家計調査規則 毎年

個人企業経済調査 個人企業経済調査規則 毎年

就業構造基本調査 就業構造基本調査規則

全国消費実態調査 全国消費実態調査規則

社会生活基本調査 社会生活基本統計調査規則

経済産業省

工業統計調査 工業統計調査規則 不定期

経済産業省生産動態統計調査 経済産業省生産動態統計調査規則 毎年

商業統計調査 商業統計調査規則

商業動態統計調査 商業動態統計調査規則 毎年

特定サービス産業実態調査 特定サービス産業実態調査規則 毎年

農林水産省
農林業センサス 農林業センサス規則

漁業センサス 漁業センサス規則

文部科学省
学校基本調査 学校基本調査規則 毎年

学校保健統計調査 学校保健統計調査規則 毎年

厚生労働省 毎月勤労統計調査 毎月勤労統計調査規則 毎年

福　島　県

現住人口調査 毎年

鉱工業指数 毎年

県民経済計算・市町村民所得推計 毎年

最近の県経済動向 毎年

産業連関表

景気動向指数（ＤＩ） 毎年

5年

5年

5年

5年

5年

5年

5年

5年

5年

5年

※ 経済センサスは、平成26年度に基礎調査が実施され、平成28年度に活動調査が実施された。



区 分 総　数 男 女 基準

平成28年 　99,089人 46,505人 52,584人 ３月定時登録日現在

平成27年 　99,693人 46,758人 52,935人 ３月定時登録日現在

平成26年 100,200人 46,915人 53,285人 ３月定時登録日現在

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ※ (補欠選挙を除く)

執行年月日
定数

(人)

立候補

者  数

(人)

当日有権者数 (人) 投票者数 (人)

総数 男 女 総数 男 女

投票率

(％)

◆市長選挙

平成27.  7. 26 1 1 （無投票のため未算出）

平成23.  8.  7 1 2 100,195 46,807 53,388 60,111 27,835 32,276 59.99

平成19.  4. 22 1 4 101,312 47,336 53,976 70,419 32,597 37,822 69.51

◆市議会議員一般選挙

平成27.  7. 26 30 35  98,680 46,253 52,427 49,572 23,118 26,454 50.24

平成23.  8.  7 30 32 100,195 46,807 53,388 60,099 27,828 32,271 59.98

平成19.  4. 22 30 44 101,312 47,336 53,976 70,418 32,599 37,819 69.51

◆衆議院議員総選挙(小選挙区)

平成26. 12. 14 1 4  99,767 46,763 53,004 52,251 25,097 27,154 52.37

平成24. 12. 16 1 4 100,592 47,058 53,534 58,729 28,056 30,673 58.38

平成21.  8. 30 1 4 101,983 47,789 54,194 75,240 35,659 39,581 73.78

◆参議院議員通常選挙(福島県選出)

平成28.  7. 10 1 3 100,816 47,410 53,406 56,193 26,862 29,331 55.74

平成25.  7. 21 1 6 100,362 46,966 53,396 53,911 25,732 28,179 53.72

平成22.  7. 11 2 5 101,617 47,550 54,067 64,053 30,294 33,759 63.03

◆福島県知事選挙

平成26. 10. 26 1 2  99,180 46,448 52,732 42,095 19,860 22,235 42.44

平成22. 10. 31 1 2 100,731 47,098 53,633 40,008 18,704 21,304 39.72

平成18. 11. 12 1 5 102,784 48,104 54,680 59,330 28,076 31,254 57.72

◆福島県議会議員一般選挙

平成27. 11. 15 4 6  98,579 46,222 52,357 42,415 20,123 22,292 43.03

平成23.11.20※１ 4 7 100,509 47,020 53,489 46,497 22,082 24,415 46.26

平成19. 4. 8※２ 4 7  94,150 43,975 50,175 54,650 25,494 29,156 58.05

　※１平成23年執行の福島県議会議員一般選挙より河東町地域も会津若松市選挙区となった。

　※２会津若松市選挙区（河東町地域を除く）の結果。河東町地域は河沼郡選挙区のままであったが、無投票のため未掲載。
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 選 挙 選 挙
選挙人名簿登録者数

選挙概要（過去３回）



  会津大学は、豊かな自然や歴史に恵まれ、教

育・文化の伝統を受け継ぐ会津の地に、日本で最

初のコンピュータ専門大学として平成 5年4月に開

学した。

  教員の４割が外国人という国際的環境の下で、

地域社会及び国際社会の産業・文化の発展に寄与

する研究者や技術者、起業家精神を持つ人材の育

成を目指す。

　東日本大震災からの確実な復興を支援するため

に「会津大学復興支援センター」を平成 25年 3月

4日に設立した。コンピュータ理工学専門の大学で

ある会津大学の特徴をいかし、県内外の大手ＩＴ

関連企業や会津大学発ベンチャー企業と連携しな

がら、新産業の創出を図るとともに、会津地域は

もとより福島県内へのＩＴ関連企業の集積を促し、

雇用拡大を図る。

　プログラマーやシステムエンジニアをはるかに

超越した、先進のソフトウェアとハードウェアを

自在に創り出す創造者であるコンピュータ・サイ

エンティスト。このような、時代のサイエンスと

テクノロジーをリードする確かな原動力となって

いく人材を育てる学部。

　進ちょくの速いコンピュータ社会に柔軟に対応

し、また学生が希望する進路に応じた専門領域の

科目を履修できるよう、平成 20 年 4 月から 5

フィールド（専門領域）とフィールドをさらに細

分化した9トラック（履修モデル）からなる新しい

カリキュラムを導入した。

● コンピュータ理工学部  入学定員  240名

◆学生数(平成28年 5月 1日現在)

● 学生数　　　　　　　　　  　　　（単位　人）

男 女 計

1年次 214 26 240

2年次 220 25 245

3年次 211 31 242

4年次 272 32 304

  計 917 114 1,031

◆教員数  （平成28年 5月 1日現在）

● 日本人教員 　　 68 名

● 外国人教員  　  39 名

  科学技術の新たな研究ネットワーク形成の新た

な拠点かつコンピュータ理工学の分野において、

国際的に貢献できる先駆的な学術教育の場とし

て、平成9年4月に開設された。

  平成 20年 4月からは、これからのＩＴ産業を担

う人材の育成を目標に掲げて新たな集中研究型プ

ログラムが開設され、プロジェクト開発・運営に

重点を置き、チーム主体の、産業界をより強く意

識した研究が進められている。

◆博士前期課程

 《コンピュータ・情報システム学専攻》

● 入学定員100名

 《情報技術・プロジェクトマネジメント専攻》

● 入学定員 20名                 

◆博士後期課程

    入学定員 10名

◆院生数（平成28年 5月 1日現在）

 ◇ 博士前期課程

男 女 計

1年次 82 8  90

2年次 43 7  50

  計 125 15     140

 ◇ 博士後期課程

男 女 計

1年次 5 4 9

2年次 7 2 9

3年次 17 2 19

  計 29 8 37
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◆平成 27年度進路状況

                      (平成28年 5月 31日現在)

進　路 人数

就職

民間企業 129(36)

公務員 8( 2)

教員 7( 1)

家業 0( 0)

起業 0( 0)

計 144(39)

進学

大学院博士前期課程 58

他の大学院 4

研究生 0

専門学校 0

その他 16

未定 6

合　計 228

※( )内は、県内就職者数

◆平成 27年度進路状況(大学院)

進　路 人数

就職

民間企業 55( 6)

公務員 1( 0)

教員 0( 0)

家業 0( 0)

起業 0( 0)

計 53( 6)

進学

大学院博士後期課程 4

他の大学院 0

研究生 0

専門学校 0

その他 0

未定 0

合　計 60

※ ( )内は、県内就職者数

  昭和 26 年 4月に高等教育機関を強く要望する会

津地域の声に応え、会津短期大学として開学以来、

地域の発展に貢献。平成 5年の会津大学開学ととも

に短期大学部へと移行。創造性の向上をめざした

教育を実践しており、社会で即戦力となり得る人

材を育成している。平成 19年 4月には、地域に開

かれた大学として、地域の活性化に積極的に貢献

していくため、地域活性化センターを開設した。

◆産業情報学科

 《経営情報コース》

経営学、商学、会計学、経済学、情報学の各

分野を中心に、企業や地域社会に関する体系

的・実践的な専門知識を身につけ、情報収集・

分析・活用に関する能力や創造的展開・企画・

伝達に関する能力を養い、社会的課題の解決を

通じて、地域産業の活性化やまちづくりに貢献

できる人材を育成する。

　《デザイン情報コース》

 インターフェイス、インテリア、クラフ

ト、グラフィック、プロダクトの各専門分野を

配置し、デザイン及び情報の基礎能力を身につ

けるともに、より専門性を深め、情報化時代に

おけるデザイン活動と歴史・文化・環境などに

配慮した、モノ・事のデザインができる能力を

備えた人材を育成する。

　【資格（デザイン情報コース）】

　　２級建築士・木造建築士（国家試験受験資格

　　・所定の履修科目及び単位を修得すると実務

　　経験不要）

　　●入学定員60名

◆食物栄養学科

高齢化や生活習慣病が進行する地域社会にお

いて健康を守る食の担い手として「食」と「健

康」について広く専門知識を身につけ、人々が

それぞれのライフスタイルに見合った食生活を

するための指導・支援を行うことのできる人材

を育成する。加えて、健康食品や食の安全・安

心などへの関心の高まりと相まって「食」への

ニーズが多様化・高度化する現代社会に即応で

きる高度な専門知識と実践的な技能を備えた人
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材を育成する。

　【資格】

　　栄養士、管理栄養士（国家試験受験資格・卒

　　業後一定の実務経験必要）、ＮＲ・サプリメ

　　ントアドバイザー認定試験受験資格（一般社

　　団法人日本臨床栄養協会認定）、フードスペ

　　シャリスト資格（公益社団法人日本フードス

　　ペシャリスト協会認定）

　●入学定員40名

◆社会福祉学科

　  人間尊重の理念に基づき、生活をさまざまな

面からとらえることにより人間社会の中に存在

する福祉問題を発見する能力やこれらの問題の

根本にある本質を見抜き、解決することのでき

る基礎的能力と科学的洞察能力を身につけ、地

域社会の幅広い分野で社会福祉の向上に寄与で

きる人材を育成する。

　【資格】

　　保育士、社会福祉主事任用資格、社会福祉士

　　（国家試験受験資格・卒業後２年間の実務経

験必要）

  ●入学定員50名

◆幼児教育学科

　  人間尊重の理念に基づき、生活をさまざまな

面からとらえることにより人間社会の中に存在

する教育・保育問題を発見する能力やこれらの

問題の根本にある本質を見抜き、解決すること

のできる基礎的能力と科学的洞察能力を身につ

け、地域社会の幅広い分野で地域社会の教育・

保育の向上に寄与できる人材を育成する。

　【資格】

幼稚園教諭二種免許、保育士、社会福祉主事

任用資格、社会福祉士（国家試験受験資格・

卒業後２年間の実務経験必要）

  ●入学定員50名

◆学生数（平成 28年５月1日現在）

　●学科別学生数

学科名

産業情報学科

経 営

情 報

コース

デザイン

情　報

コース

食 物

栄 養

学 科

社 会

福 祉

学 科

幼 児

教 育

学 科

1年生 38 35 42 50

2年生 39 31 44 53

合 計 77 66 86 52 50

◆平成27年度進路状況

進　路 人数

就職

民間企業 126(71)

公務員 7(1)

計 133(0)

進　学 12

その他 7

未　定 2

合　計 154

 ※ ( )内は、県内就職者
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 年 月            県 の う ご き  年 月           地 元 の う ご き

S 59.12

  60. 4

      9

  60.12

     ～61.2

  61. 1

      3

  62. 3

      4

  63. 6

H元. 3

      5

      9

     12

   2. 2

      6

      6

      7

   3. 4

      4

      8

   4. 2

      4

     

   

     10

     12

   5. 4

会津総合開発協議会、会津若松市等から県に対し

て昭和 59年以来再三にわたり県立会津短期大学

の整備拡充に関する陳情がなされた。県議会にお

いても昭和 59年 6月議会以来会津短期大学の整

備拡充、さらに検討機関の設置等について種々の

質疑が行われてきた。

新長期総合計画の高等教育機関の充実の中に会津

短大の拡充が盛り込まれる

庁内に会津短期大学に関する調査研究会設置

県と地元産業界の代表者との懇談会の開催

会津短期大学と地元産業界等の代表者との

懇談会の開催（6回）

会津短期大学内に会津短期大学将来構想委員会を

設置

会津短期大学に関する調査研究会の調査研究結果

の報告

会津短期大学将来構想委員会の検討結果の報告

庁内に会津短期大学整備検討委員会設置

県内有識者から成る会津地域大学整備懇談会を設

置

同上懇談会から、会津地域における大学の整備に

ついて（提言）が出される

県庁内に会津地域大学整備連絡調整会議を設置

9月県議会において大学整備の基本方針を発表

副知事を委員長とする会津地域大学整備推

進会議を設置

会津地域大学整備推進会議内に、大学関係者 12

名からなる、会津地域大学推進会議専門委員会を

設置し、検討の結果、新大学の学部・学科等の具

体的な内容の方向付けがなされる

福島県立会津大学（仮称）基本構想を発表

会津地域大学整備推進会議の名称を変更し、福島

県立会津大学（仮称）設立準備委員会を設置

福島県立会津大学（仮称）設立準備委員会内に、

基本計画策定委員会を設置し、ソフト・ハード両

面にわたる具体的な検討に着手

福島県立会津大学（仮称）基本計画を公表

大学整備事業の本格化に伴い、総務部内に県立大

学整備室を新設

福島県立会津大学（仮称）設立準備委員会に、専

門委員会を設置し、大学許可申請に向けた検討に

着手

自治省（財政局調整室）との協議終了

会津大学設置認可申請書及び福島県立会津短期大

学産業情報学科設置認可申請書を文部省に提出

文部省大学設置審議会実地審査の実施

会津大学及び福島県立会津短期大学産業情報学科

が設置認可される

会津大学開学

S 42. 5

  45. 1

  45. 8

  53.11

  54. 1

  60. 2

      3

  62.10

H元. 8

      9

     10

     12

   2. 2

      4

   3. 3

   3. 5

会津総合開発協議会において県立会津短期大学

の4年制大学への昇格が取り上げられる

民間人による会津に国立大学をつくる会設立

（昭和 59年３月会津に大学をつくる会に名称

変更）

市長、市議会議員等による会津若松市大学誘致

促進協議会を設置

大学教授、市長、助役等から成る会津若松市国

立大学設立準備委員会を設置

会津若松市国立大学設立準備委員会による東北

芸術工科系大学構想の提案

高等教育懇話会

会津若松市国立大学設立準備委員会による東北

芸術工科大学構想のまとめ

会津に4年制大学をつくる促進協議会設立

（主な活動）

  4年制大学誘致のため、県や県議会に陳情活

動を展開

会津地域県立4年制大学設置協力会設立

（主な活動）

  陳情の実施及び情報の収集、さらに、県立4

年制大学の施設の整備・設備の充実等に対す

る協力

会津若松市に県立4年制大学を実現するため、

県に対する協力の申し入れ

会津若松市県立4年制大学対策本部の設置

会津若松市における学園地区の形成に関する調

査結果報告書の県への提出

大学用地の確保等に関する協力の申し入れ

会津若松市県立4年制大学対策本部内に大学誘

致対策班と大学用地担当を設置

 (財)会津地域教育･学術振興財団設立認可

（主な活動）

  会津大学（仮称）等の高等教育機関における

教育・研究に対する助成

会津地域県立4年制大学設置協力会は福島

県立会津大学運営協力会に名称変更

（主な活動）

  県立会津大学（仮称）の設置決定に伴い、大

学の運営面における支援活動を目的とする
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　本市はこれまで、市民との｢汗動・協働｣による

取り組みや、本市の魅力と安全性を全国規模でア

ピールすることに加え、｢未来の人材育成｣や｢新市

建設計画の推進｣、「スマートシティ会津若松の創

造｣に取り組み、地域経済の活性化を図ってきたと

ころである。

　平成 28年度当初予算は、これらの取り組みに加

え、「まち・ひと・しごと創生」を具現化するべ

く、①地域活力の再生、②ふるさと会津の創生、

③財政健全化の新たな取組みの推進を基本的な方

針とし、年間総額予算主義に沿った枠配分方式に

より予算を編成したところである。

　平成 28 年度一般会計の総額は、468 億 5,700 万

円であり、平成27年度当初予算額と比較すると21

億 2,000万円、4.3％の減となった。

　

　歳入においては、固定資産税の増による市税の

増、普通交付税及び震災復興特別交付税の増によ

る地方交付税の増、保育所負担金の減による分担

金及び負担金の減、緊急雇用創出基金事業費補助

金や国勢調査委託金の減による県支出金の減を見

込んだところである。

　歳出においては、民間保育所や認定こども園に

かかる経費である子どものための教育・保育給付

事業費などの増により民生費が増となっている一

方で、学校施設耐震化事業の前年度への前倒しに

より教育費の減、城前団地建設事業の前年度への

前倒し及び公園施設長寿命化事業のあいづ球場ス

コアボード改修の終了などにより土木費の減を見

込んだところである。
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 予 算 予 算

平成28年度予算の概要

会計別当初予算

（単位：千円）

会計別 比較増減額

一般会計 46,857,000 48,977,000 ▲2,120,000 ▲4.3

国民健康保険 14,481,211 15,048,676 ▲567,465 ▲3.8

湊町簡易水道事業 10,968 7,045 3,923 55.7

西田面簡易水道事業 23,939 4,491 19,448 433.0

観光施設事業 219,272 174,751 44,521 25.5

下水道事業 3,694,200 3,670,500 23,700 0.6

地方卸売市場事業 130,275 190,072 ▲59,797 ▲31.5

扇町土地区画整理事業 1,379,259 1,424,530 ▲45,271 ▲3.2

農業集落排水事業 282,109 280,355 1,754 0.6

介護保険 10,746,566 10,705,118 41,448 0.4

個別生活排水事業 278,586 274,274 4,312 1.6

三本松地区宅地整備事業 125,183 126,082 ▲899 ▲0.7

後期高齢者医療 1,284,502 1,213,853 70,649 5.8

小　　　計 32,656,070 33,119,747 ▲463,677 ▲1.4

合  　　　　計 79,513,070 82,096,747 ▲2,583,677 ▲3.1

※　企業会計（水道事業）を除く

平成28年度 平成27年度 対前年度伸率
（％）

特
　
　
別
　
　
会
　
　
計
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※ 自主財源は、市税・分担金及び負担金・使用料及び手数料・財産収入・寄附金・繰入金・繰越金・諸収入の

　 合計

※ 依存財源は、地方譲与税・利子割交付金・配当割交付金・株式等譲渡所得割交付金・地方消費税交付金・ゴ

　 ルフ場利用税交付金・自動車取得税交付金・地方特例交付金・地方交付税・交通安全対策特別交付金・国庫

　 支出金・県支出金・市債の合計

一般会計当初予算（歳入）

◆財源別歳入

（単位：千円）

科　　　目
比較

予　算　額 予　算　額 増　減　額

14,929,000 31.9 14,875,000 30.4 54,000 0.4

451,500 1.0 432,900 0.9 18,600 4.3

16,900 0.0 23,800 0.1 ▲6,900 ▲29.0

38,000 0.1 29,600 0.1 8,400 28.4

42,300 0.1 55,000 0.1 ▲12,700 ▲23.1

2,187,800 4.7 2,103,700 4.3 84,100 4.0

17,500 0.0 15,200 0.0 2,300 15.1

82,200 0.2 55,500 0.1 26,700 48.1

52,200 0.1 56,000 0.1 ▲3,800 ▲6.8

10,391,700 22.2 10,190,300 20.8 201,400 2.0

26,000 0.0 24,120 0.0 1,880 7.8

573,511 1.2 699,734 1.4 ▲126,223 ▲18.0

688,049 1.5 703,411 1.4 ▲15,362 ▲2.2

7,393,539 15.8 7,305,248 14.9 88,291 1.2

4,143,481 8.8 4,249,260 8.7 ▲105,779 ▲2.5

72,952 0.2 76,682 0.2 ▲3,730 ▲4.9

10,070 0.0 76,373 0.2 ▲66,303 ▲86.8

617,013 1.3 1,671,509 3.4 ▲1,054,496 ▲63.1

400,000 0.8 400,000 0.8 0 0.0

990,885 2.1 1,047,963 2.1 ▲57,078 ▲5.4

3,732,400 8.0 4,885,700 10.0 ▲1,153,300 ▲23.6

合　　　　計 46,857,000 100.0 48,977,000 100.0 ▲2,120,000 ▲4.3

平成28年度 平成27年度

構成比
（％）

構成比
（％）

伸　率
（％）

1　 市税

2　 地方譲与税

3　 利子割交付金

4　 配当割交付金

5　 株式等譲渡所得割交付金

6　 地方消費税交付金

7　 ゴルフ場利用税交付金

8　 自動車取得税交付金

9　 地方特例交付金

10　 地方交付税

11　 交通安全対策特別交付金

12 　分担金及び負担金

13　 使用料及び手数料

14 　国庫支出金

15　 県支出金

16 　財産収入

17　 寄附金

18　 繰入金

19　 繰越金

20　 諸収入

21　 市債

（単位：千円）

科　　　目
比較

予　算　額 予　算　額 増　減　額

自主財源 18,281,480 39.0 19,550,672 39.9 ▲1,269,192 ▲6.5

依存財源 28,575,520 61.0 29,426,328 60.1 ▲850,808 ▲2.9

合　　　　計 46,857,000 100.0 48,977,000 100.0 ▲2,120,000 ▲4.3

平成28年度 平成27年度
構成比
（％）

構成比
（％）

伸　率
（％）

◆款別歳入
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一般会計当初予算（歳出）

◆款別歳出

◆性質別歳出

（単位：千円）

科　　　目
比較

予　算　額 予　算　額 増　減　額

416,417 0.9 447,859 0.9 ▲31,442 ▲7.0

5,059,166 10.8 5,031,683 10.3 27,483 0.5

19,258,475 41.1 18,580,200 37.9 678,275 3.7

3,356,941 7.2 3,404,935 7.0 ▲47,994 ▲1.4

62,116 0.1 81,333 0.2 ▲19,217 ▲23.6

1,629,478 3.5 1,609,643 3.3 19,835 1.2

1,529,766 3.3 1,534,686 3.1 ▲4,920 ▲0.3

4,823,683 10.3 5,191,909 10.6 ▲368,226 ▲7.1

1,662,464 3.5 1,709,213 3.5 ▲46,749 ▲2.7

4,697,342 10.0 5,751,235 11.7 ▲1,053,893 ▲18.3

13,629 0.0 43,127 0.1 ▲29,498 ▲68.4

4,247,523 9.1 5,491,177 11.2 ▲1,243,654 ▲22.6

100,000 0.2 100,000 0.2 0 0.0

合　　　　計 46,857,000 100.0 48,977,000 100.0 ▲2,120,000 ▲4.3

平成28年度 平成27年度

構成比(%) 構成比(%) 伸率(％)

1　 議会費

2　 総務費

3　 民生費

4　 衛生費

5　 労働費

6　 農林水産業費

7　 商工費

8　 土木費

9　 消防費

10　 教育費

11　 災害復旧費

12　 公債費

13　 予備費

（単位：千円）

科　　　目
比較

予　算　額 予　算　額 増　減　額

人　件　費 8,020,243 17.1 8,061,789 16.4 ▲41,546 ▲0.5

扶　助　費 12,365,144 26.4 11,788,658 24.1 576,486 4.9

公　債　費 4,247,523 9.1 5,491,177 11.2 ▲1,243,654 ▲22.6

小　　　　計 24,632,910 52.6 25,341,624 51.7 ▲708,714 ▲2.8

普通建設事業費 3,734,527 8.0 5,120,261 10.5 ▲1,385,734 ▲27.1

⑴補助事業費 2,352,973 5.0 3,564,992 7.3 ▲1,212,019 ▲34.0

⑵単独事業費 1,307,235 2.8 1,449,392 3.0 ▲142,157 ▲9.8

⑶そ　の　他 74,319 0.2 105,877 0.2 ▲31,558 ▲29.8

災害復旧事業費 13,629 0.0 43,127 0.1 ▲29,498 ▲68.4

小　　　　計 3,748,156 8.0 5,163,388 10.6 ▲1,415,232 ▲27.4

物　件　費 5,965,862 12.7 6,089,924 12.4 ▲124,062 ▲2.0

維持補修費 628,907 1.3 617,492 1.3 11,415 1.8

補助費等 4,771,416 10.2 4,733,152 9.7 38,264 0.8

積　立　金 3,549 0.0 5,533 0.0 ▲1,984 ▲35.9

投資及び出資金 0 0.0 0 0.0 0 0.0

貸　付　金 749,500 1.6 754,800 1.5 ▲5,300 ▲0.7

繰　出　金 6,256,700 13.4 6,171,087 12.6 85,613 1.4

予　備　費　 100,000 0.2 100,000 0.2 0 0.0

小　　　　計 18,475,934 39.4 18,471,988 37.7 3,946 0.0

合　　　　　計 46,857,000 100.0 48,977,000 100.0 ▲2,120,000 ▲4.3

平成28年度 平成27年度

構成比(%） 構成比(%） 伸率(%)

義
務
的
経
費

投
資
的
経
費

そ
の
他
の
経
費
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 決 算 決 算
平成27年度決算の概要

会計別決算

　平成27年度一般会計の歳入歳出決算額は、歳入

総額が517億 6,488万 8千円、歳出総額が494億

850万 4千円であり、平成26年度と比較すると、歳

入は14億 8,436万 5千円、3.0％の増、歳出は3億

4,549万 1千円、0.7％の増であった。

　平成27年度決算の特徴は、東日本大震災からの復

興、地域経済の活性化を最優先課題として観光ＰＲ

による誘客促進、地場産品等の物産販売強化や風評

払拭に向けた情報発信等に加え、地域活性化事業に

より地域消費の拡大に取り組んだところである。

　さらに、将来において安定した財政運営を行って

いくために、後年度の返済計画となっていた市債の

元金返済を約 7億 7,000 万円ほど繰上償還を行うな

ど、財政健全化に向け積極的に取り組んだところで

ある。

（単位：千円）

会計別
歳　入 歳　出 歳　入 歳　出

一般会計 51,764,888 49,408,504 50,280,523 49,063,013

国民健康保険 14,998,155 14,859,052 13,185,244 13,093,992

湊町簡易水道事業 6,950 5,363 5,696 3,809

西田面簡易水道事業 4,746 2,358 32,810 30,389

観光施設事業 209,676 189,374 351,154 333,459

下水道事業 3,339,989 3,283,526 3,796,496 3,712,558

地方卸売市場事業 190,071 183,596 194,833 189,302

扇町土地区画整理事業 1,267,894 1,244,933 1,624,499 1,598,472

農業集落排水事業 331,499 320,441 386,097 369,486

介護保険 10,889,962 10,728,788 10,459,260 10,227,998

個別生活排水事業 233,875 222,060 226,647 211,511

三本松地区宅地整備事業 127,021 781 125,590 688

後期高齢者医療 1,219,851 1,208,491 1,221,879 1,214,034

小　　　計 32,819,689 32,248,763 31,610,205 30,985,698

合  　　　　計 84,584,577 81,657,267 81,890,728 80,048,711

※　企業会計（水道事業）を除く

平成27年度 平成26年度

特
　
　
別
　
　
会
　
　
計

　歳入においては、給与所得の増などにより個人市

民税が増となった一方で、評価替えに伴う既存家屋

評価額の減などにより固定資産税が減となり、市税

全体としては1億4,007万 6千円の減となった。

　歳出については、子ども・子育て支援事業などによ

り民生費が増となったほか、鶴城小学校校舎等建設事

業費の増や学校施設耐震化事業費の増により教育費が

増となった。

　一方、市議会議員選挙及び市長選挙費やデジタルＤ

ＭＯ整備事業負担金の増があったものの、庁舎整備基

金繰戻しの終了や、減債基金積立金の減などにより総

務費が減となったほか、緊急雇用創出基金事業や用地

取得助成金などの減により商工費が減となった。また

、平成 27年度から雪害対策費を土木費で計上したこ

とにより災害復旧費が減となっている。
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※ 自主財源は、市税・分担金及び負担金・使用料及び手数料・財産収入・寄附金・繰入金・繰越金・諸収入の

　 合計

※ 依存財源は、地方譲与税・利子割交付金・配当割交付金・株式等譲渡所得割交付金・地方消費税交付金・ゴ

　 ルフ場利用税交付金・自動車取得税交付金・地方特例交付金・地方交付税・交通安全対策特別交付金・国庫

　 支出金・県支出金・市債の合計

一般会計決算（歳入）

◆款別歳入

（単位：千円）

　科　　　　目
金額 構成比（％） 金額 構成比（％）

15,223,035 29.4 15,363,111 30.6

455,402 0.9 436,301 0.9

22,964 0.1 28,847 0.1

57,127 0.1 80,419 0.2

46,236 0.1 42,301 0.1

2,400,638 4.6 1,489,753 3.0

15,848 0.0 15,363 0.0

82,871 0.2 58,676 0.1

51,682 0.1 54,487 0.1

11,399,498 22.0 11,549,673 23.0

25,491 0.1 24,166 0.0

619,765 1.2 663,545 1.3

695,906 1.3 713,025 1.4

8,089,653 15.6 7,398,704 14.7

4,388,900 8.5 3,681,673 7.3

56,735 0.1 72,667 0.1

66,524 0.1 19,315 0.0

1,109,511 2.1 1,247,025 2.5

1,217,510 2.4 1,790,102 3.6

1,214,992 2.4 1,180,970 2.3

4,524,600 8.7 4,370,400 8.7

合　　　　　　計 51,764,888 100.0 50,280,523 100.0

平成27年度 平成26年度

1　 市税

2　 地方譲与税

3　 利子割交付金

4　 配当割交付金

5　 株式等譲渡所得割交付金

6　 地方消費税交付金

7　 ゴルフ場利用税交付金

8　 自動車取得税交付金

 9　 地方特例交付金

10　 地方交付税

11　 交通安全対策特別交付金

12 　分担金及び負担金

13　 使用料及び手数料

14 　国庫支出金

15　 県支出金

16 　財産収入

17　 寄附金

18　 繰入金

19　 繰越金

20　 諸収入

21　 市債

◆財源別歳入

（単位：千円）

　科　　　　目
金額 構成比（％） 金額 構成比（％）

自主財源 20,203,978 39.0 21,049,760 41.9

依存財源 31,560,910 61.0 29,230,763 58.1

合　　　　　　計 51,764,888 100.0 50,280,523 100.0

平成27年度 平成26年度



　◆款別歳出

◆性質別歳出
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一般会計決算（歳出）

（単位：千円）

科　　　目
金　　額 構成比（％） 金　　額 構成比（％）

435,839 0.9 424,404 0.9

5,433,166 11.0 6,013,827 12.3

19,304,067 39.1 18,252,337 37.2

3,241,963 6.6 3,145,691 6.4

87,582 0.2 77,585 0.2

1,670,520 3.4 1,573,403 3.2

1,803,587 3.6 2,019,771 4.1

4,667,973 9.4 4,434,006 9.0

1,743,722 3.5 1,694,328 3.4

5,509,384 11.2 5,024,086 10.2

52,091 0.1 1,031,086 2.1

5,458,610 11.0 5,372,489 11.0

－ － － －

合　　　　計 49,408,504 100.0 49,063,013 100.0

平成27年度 平成26年度

1　 議会費

2　 総務費

3　 民生費

4　 衛生費

5　 労働費

6　 農林水産業費

7　 商工費

8　 土木費

9　 消防費

10　 教育費

11　 災害復旧費

12　 公債費

13　 予備費

（単位：千円）

科　　　目
金　　額 構成比（％） 金　　額 構成比（％）

人　件　費 7,855,493 15.9 7,997,026 16.3

扶　助　費 11,956,859 24.2 11,325,128 23.1

公　債　費 5,458,610 11.0 5,372,489 11.0

小　　　　計 25,270,962 51.1 24,694,643 50.4

普通建設事業費 5,117,496 10.4 4,536,758 9.2

　うち補助事業 2,892,876 5.9 2,347,822 4.8

　うち単独事業 2,124,581 4.3 2,091,376 4.3

災害復旧事業費 40,900 0.1 31,401 0.1

小　　　　計 5,158,396 10.5 4,568,159 9.3

物　件　費 5,880,016 11.9 5,552,467 11.3

維持補修費 579,876 1.2 1,160,882 2.4

補助費等 5,046,682 10.2 5,230,719 10.6

積　立　金 260,510 0.5 829,311 1.7

投資・出資金・貸付金 766,989 1.6 778,744 1.6

繰　出　金　 6,445,073 13.0 6,248,088 12.7

小　　　　計 18,979,146 38.4 19,800,211 40.3

合　　　　　計 49,408,504 100.0 49,063,013 100.0

平成27年度 平成26年度

義
務
的
経
費

投
資
的
経
費

そ
の
他
の
経
費



◆財政指標

項　　　目 平成27年度 平成26年度

基準財政需要額(千円) 22,303,766 21,536,685

基準財政収入額(千円) 13,692,779 13,350,147

標準財政規模　(千円) 29,244,363 29,107,058

財政力指数 0.62 0.60

実質収支比率　　(％) 7.8 3.9

経常収支比率　　(％) 87.4 89.8

実質赤字比率　　(％) － －

連結実質赤字比率(％) － －

実質公債費比率　(％) 10.8 12.6

将来負担比率　　(％) 36.3 39.3

※ 各指標については、決算統計（普通会計）に基づ

き算定された数値を用いているため、一般会計の

状況とは一致しないものもある。

※ 普通会計とは、各地方公共団体の財政状況の把

握、地方公共団体間の財政比較等のために用いら

れる統計上の会計をいう。本市の場合、一般会計

と扇町土地区画整理事業特別会計のうち保留地処

分にかかる事業費を除いたものを合算したもので

ある。

◆財政力指数

平成 27年度の財政力指数は 0.62であり、平成 26

年度と比較すると0.02ポイント上昇している。

　この指標は、地方公共団体の財政上の能力を示す

数値であり、この数値が「１」に近いほど財源に余

裕があるとみることができる｡「１」を超える団体

は、普通交付税の不交付団体である。

◆実質収支比率

平成27年度の実質収支比率は 7.8％であり、平成

26年度と比較すると3.9ポイント上昇している。

　この指標は、標準財政規模に対する実質収支額の

割合であり、おおむね 3％～5％が望ましいとされて

いる（実質収支とは、歳入歳出の差額である形式収

支から翌年度へ繰り越すべき財源を差し引いたもの

であり、純粋な収支をみる指標）。

◆経常収支比率

　平成 27年度の経常収支比率は 87.4％であり、平

成26年度と比較すると2.4ポイント減少している。

　この指標は、財政構造の硬直性及び弾力性を示す

ものとされる数値で、この比率が高いほど経常余剰

財源がなく、財政の硬直化が進んでいるといえる。

通常、都市においては、80％を超える場合には、財

政が弾力性を失いつつあると考えられている。

◆健全化判断比率

　「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」に

基づき定められた４つの指標について、平成 20年度

（平成19年度決算）より公表することとなった。

　４つの指標のいずれかが早期健全化基準または財

政再生基準以上となると、財政健全化のための是正

措置を講じなければならない（早期健全化団体及び

財政再生団体）。

(1)実質赤字比率

　この指標は、一般会計等を対象とした実質赤字

額の標準財政規模に対する比率であり、これが生

じた場合は、赤字の早期解消を図る必要がある。

　平成 27年度決算においては、平成 26年度に引

き続き、本市では該当がない。

(2)連結実質赤字比率

　この指標は、全ての会計を対象とした実質赤字

額の標準財政規模に対する比率であり、これが生

じた場合は、問題のある会計が存在することにな

り、その会計の赤字の早期解消を図る必要がある。

　平成 27年度決算においては、平成 26年度に引

き続き、本市では該当がない。

(3)実質公債費比率

　一般会計等が負担する元利償還金及び準元利償

還金の標準財政規模に対する比率である。18％以

上となると、起債発行に許可が必要となり、25％

以上が早期健全化団体、35％以上が財政再生団体

となる。

　平成 27 年度決算に基づく実質公債費比率は

10.8％であり、平成 26年度と比較すると 1.8ポイ

ント改善している。

(4)将来負担比率

　この指標は、地方債残高のほか一般会計等が将

来負担すべき実質的な負債の標準財政規模に対す

る比率である。

　350％以上になると早期健全化団体となるが、平

成 27年度の本市将来負担比率は 36.3％であり、

平成26年度と比較すると3.0ポイント改善してい

る。
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（平成27年度決算）

基   金    名 区      分
平 成 26 年 度 末
現   在   高

平 成27 年 度 中
増     減     高

平 成 27 年 度 末
現   在   高

国際的ふるさと会津創生基金 現　金 389,077千円 ▲3,960千円 385,117千円

奨学資金給与基金 現　金 26,465千円 ▲1,613千円 24,852千円

庁舎整備基金 現　金 4,230,974千円 1,837千円 4,232,811千円

社会福祉基金 現　金 　53,372千円 ▲14,786千円 　38,586千円

財政調整基金 現　金 2,779,786千円 　351,242千円 3,131,028千円

郷土研究奨励基金 現　金 10,993千円 ▲77千円 10,916千円

減債基金 現　金 1,201,262千円 ▲771,183千円 430,079千円

遠藤惠也図書購入基金 現　金 10,007千円 3千円 10,010千円

院内御廟整備基金 現　金 16,498千円 ▲1,760千円 14,738千円

ふるさと・水と土保全基金 現　金 643千円 　　　　　0千円 643千円

北会津地域ふるさと創生基金 現　金 12,635千円 ▲5,223千円 7,412千円

北会津地域教育施設整備基金 現　金 124,382千円 ▲124,382千円 0千円

河東地域ふるさと創生基金 現　金 34,492千円 ▲6,885千円 27,607千円

河東地域教育施設整備基金 現　金 33,368千円 ▲5,302千円 28,066千円

板橋好雄奨学資金貸与基金
現　金 6,187千円 ▲653千円 5,534千円

貸付金 5,696千円 654千円 6,350千円

復興基金 現　金 622,552千円 ▲86,178千円 536,374千円

東日本大震災復興交付金基金 現　金 1,932千円 ▲1,932千円 0千円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※車両以外の物品を除く

区         分 平成26年度末現在高 平成27年度中増減高 平成27年度末現在高

土                地 7,147,601.33㎡ 13,278.56㎡ 7,160,879.89㎡

建                物 529,204.39㎡ 9,858.51㎡ 539,062.90㎡

立                木 54,711.50㎥ 1,094.30㎥ 55,805.80㎥

動                産 1個 0個 1個

有    価    証    券 190,370千円 0千円 190,370千円

出                資 2,096,199千円 0千円 2,096,199千円

車　　　　　　　　両 247台 ▲1台 246台

地       上       権 1,371.52㎡ 0㎡ 1,371.52㎡

債                権 144,710千円 ▲30,619千円 114,091千円

積  　　 立　     金 317千円 0千円 317千円

商　　 　標 　　　権 6件 0件 6件

-96-

基　　金

 市有財産 市有財産

その他の財産



◆市税決算額の推移                                                      　　       (単位:千円)

税        目 平成27年度 平成26年度 平成25年度 平成24年度 平成23年度

市民税 6,473,011 6,450,766 6,498,924 6,432,814 5,679,457

固定資産税 7,352,177 7,515,611 7,416,251 7,279,885 7,767,999

軽自動車税 242,298 235,834 226,864 220,540 214,708

市たばこ税 1,039,501 1,056,074 1,111,575 1,018,407 1,062,413

特別土地保有税 0 0 0 0 0

入湯税 116,048 104,826 122,652 111,725 88,721

合  計 15,223,035 15,363,111 15,376,266 15,063,371 14,813,298

歳入総額に占める市税割合(％) 29.4 30.6 31.6 26.6 30.6

◆納税義務者数                                                                　　　 　(単位:人)

        税        目 平成27年度 平成26年度 平成25年度 平成24年度 平成23年度

市  民  税

個

人

普通徴収 25,219 29,701 30,305 29,190 28,859

特別徴収 32,901 28,978 28,321 28,065 27,529

 法          人 3,632 3,596 3,615 3,607 3,593

固定資産税

 土          地 35,766 35,603 35,447 35,363 35,337

 家          屋 36,401 36,208 36,054 35,910 35,812

 償  却  資  産 1,380 1,318 1,264 1,249 1,274

 軽  自  動  車  税 （台数） 46,996 46,379 45,162 44,337 43,885

 特  別  土  地  保  有  税 0 0 0 0 0

 入          湯          税 34 34 35 35 35

◆市税徴収率の推移                                                             　　  (単位:％)

     税     目
平成27年度 平成26年度 平成25年度

現年度 滞　繰 計 現年度 滞  繰   計 現年度 滞  繰  計

市      民      税 99.3 40.1 98.1 99.1 38.0 97.8 99.1 33.9 97.7

内

訳

  個      人 99.1 41.1 97.8 99.0 39.0 97.5 99.0 34.5 97.3

  法      人 99.7 29.6 99.1 99.7 25.6 99.1 99.6 26.5 99.0

固  定  資  産  税 99.0 20.0 95.8 98.9 19.1 95.7 99.0 19.3 95.1

※市　税　総　計 99.2 26.0 97.1 99.1 25.0 96.9 99.1 23.4 96.6

※ 市税総計は、市民税、固定資産税以外の税も含んだ市税全体の徴収率を表示

◆納税組合の状況（平成28年 4月 1日現在）

区分 地域組合 勤務先組合 業種別組合 窓口組合 その他組合 計

組　合　数 130 5 3 4 0 142

組合員数（人） 3,968 72 30 158 0 4,228

◆市税等の口座振替制度（平成27度）

税     目 市 県 民 税 固 定 資 産 税 軽 自 動 車 税 国民健康保険税

利 用 者 数（人） 3,970 15,181 7,897 4,679
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　平成 18年度に地方債制度が許可制度から協議制度

に移行したことに伴い、新たに導入された財政指標で

ある実質公債費比率が、基準値の 18％を超えたた

め、地方債協議制度下においても、新規の起債発行に

ついて県知事の許可が必要な団体に留まったことか

ら、「公債費負担適正化計画」を策定し、実質公債費

比率の低減に向け取り組んできたところである。   

その結果、平成 22年度決算において計画策定が義

務付けられる実質公債費比率が 18％を下回ったため、

計画策定の必要性はなくなったものの、依然として公

債費が他団体と比べ高い状況であることから、進行管

理という形で引き続き取り組んでいくものである。

　実質公債費比率は、公債費に充当した一般財源、特

別会計への繰出金のうち公債費に充当したもの、一部

事務組合への負担金のうち公債費に充当したもの、公

債費に準ずる債務負担行為など、実質的な公債費に費

やした一般財源の額が標準財政規模（臨時財政対策債

を含む）に占める割合を表すものである。

(1)　公債費については、これまで、新規市債発行額

を元金償還額以下に抑制することを基本とした取

組みを行い、市債残高の着実な低減を図ってきた。

しかし、過去の借入に対する償還により公債費は

依然として高い水準にある。

(2)  特別会計への繰出金については、行財政再建プ

ログラムにおいて市債発行の抑制と共に繰出金に

ついても抑制を図り、着実な成果があったが、今

後も継続した取り組みが必要である。

(3)　一部事務組合への負担金については、現在実質

公債費比率に算入される準元利償還金は、全て過

去の借入に対するものであるが、今後老朽化した

施設の整備など課題もあるため、実施にあたって

は慎重な事業費の精査などが必要である。

(4)　公債費に準ずる債務負担行為については、主に

会津若松地方土地開発公社への償還金であるが、

これは市が先行取得を依頼した用地に対する買戻

しのための経費であり、今後も計画的な買戻しを

進め低減を図っていく。
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 公債費負担適正化計画の進行管理 公債費負担適正化計画の進行管理

現状分析と課題

      （分子）

      （分母）

(A)  -　(C)

○実質公債費比率の算定式

の３ヵ年平均
(B)  -　(C)

（単位：千円）

項　　　目

公債費充当一般財源（一般会計等） 6,143,989 5,655,058 5,322,917

798,623 796,647 738,241

231,243 166,162 156,053

公債費に準ずる債務負担行為に係るもの 292,048 246,202 229,073

一時借入金利子 0 12 16

7,465,903 6,864,081 6,446,300

標準税収入額等　 17,129,523 17,257,935 17,454,262

普通交付税額　 9,628,974 9,584,395 9,713,761

臨時財政対策債発行可能額　 2,391,112 2,264,728 2,076,340

29,149,609 29,107,058 29,244,363

4,222,579 4,271,054 4,192,762

0.13011273 0.10440597 0.08995585

実質公債費比率（単年度） 13.01127% 10.44060% 8.99558%

14.4% 12.6% 10.8%

平成25年度 平成26年度 平成27年度

公営企業への繰出金のうち地方債の
償還に充てたと認められるもの　

一部事務組合等の起こした地方債に充て
たと認められる補助金又は負担金　 

合　計…（Ａ）

合　計…（B）

普通交付税の額の算定に用いる基準財政
需要額に算入された地方債の元利償還金

（準元利償還金を含む）…（Ｃ）

25年度決算
実質公債費比率

26年度決算
実質公債費比率

27年度決算
実質公債費比率

（3ヵ年平均） （3ヵ年平均） （3ヵ年平均）

実質公債費比率の推移
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◆本籍数・本籍人口  （各年度3月31日現在）

区   分
本  籍  数

（戸籍）

本 籍 人 口

（人）

27年度 57,179 135,697

26年度 57,379 136,784

25年度 57,573 137,657

◆戸籍届出件数               （平成27年度）

届出の種類
届    出

本籍人
届  出

非本籍
人届出

他市町
村から
送  付

総 数

出生 640 380 339 1,359

国籍留保 0 0 6 6

認知 18 2 15 35

養子縁組 112 10 47 169

養子離縁 42 2 12 56

法 73条の2 2 0 0 2

婚姻 498 88 859 1,445

離婚 232 14 125 371

法 77条の2 109 6 46 161

親権､後見､保佐 11 0 2 13

死亡 1,345 252 296 1,893

失踪 1 0 0 1

復氏 3 0 2 5

姻族関係終了 4 2 1 7

入籍 2402

230

7 81 318

分籍 6 0 13 19

国籍取得 1 0 0 1

帰化 2 0 2 4

国籍喪失 2 0 3 5

国籍選択 0 1 1 2

外国国籍喪失 1 0 0 1

氏の変更 13 1 3 17

名の変更 3 0 1 4

転籍 312 3 263 578

職権訂正 130 0 7 137

法 24 条の 2 項の訂正 1 0 1 2

法113条の訂正 0 0 0 0

法116条の訂正 1 0 0 1

続柄の記載更正 4 0 4 8

追  完 0 0 0 0

その他 2 0 3 5

不受理申出 0 0 0 0

    計 3,724 768 2,133 6,625

◆人口・世帯数      （各年度3月31日現在）

区分
住民基本台帳人口（人）

男 女 計
世帯数

27年度 58,029 63,773 121,802 50,961

26年度 58,410 64,354 122,764 50,645

25年度 58,938 64,885 123,823 50,554

　  

◆住民基本台帳届出件数  

年  度 27年度 26年度 25年度

転    入 3,679 3,647 3,999

転    出 4,017 4,171 4,079

転    居 4,638 4,403 4,721

出    生 941 992 938

死    亡 1,536 1,526 1,490

修 正 他 18,674 17,347 19,733

計 33,485 32,086 34,960

　

※住民基本台帳法の改正により、平成 24年度以降

の人口・世帯数・届出件数には外国人が含まれて

います。

◆諸証明取扱件数 （有料分）

種      別 27年度 26年度 25年度

閲 　　　覧 236 246 294

戸籍･除籍等

(謄抄本)
37,581 36,229 35,843

住民票の写し 62,568 60,796 66,206

印鑑登録証明 38,755 38,674 44,029

印鑑登録証 4,181 4,083 4,629

臨時運行許可 1,331 1,441 1,636

身 分 証 明 1,310 1,191 1,148

戸籍附票の写し 2,950 2,832 3,047

その他 2,432 3,377 3,698

計 151,344 148,869 160,530
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◆住居表示整備現況（平成28年 4月 1日現在）

　○ 29,546世帯

　○ 65,434人   
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住居表示整備

種        別 本庁 湊 大戸 北 南 一箕 　東 北会津 河東 合計

閲　　 覧 236 - - - - - - - - 236

戸籍･除籍等（謄抄本） 27,531 394 261 1,054 1,658 1,903 970 1,767 2,043 37,581

住民票の写し 41,884 547 336 2,731 4,642 4,840 1,946 2,599 3,043 62,568

印鑑登録証明 23,356 470 353 1,961 3,273 3,241 1,503 2,243 2,355 38,755

印鑑登録証 3,678 32 20 - - - - 220 231 4,181

臨時運行許可 1,331 - - - - - - - - 1,331

身 分 証 明 888 11 8 43 105 81 71 59 44 1,310

戸籍附票の写し 2,308 21 12 53 121 121 90 140 84 2,950

その他 1,971 8 11 56 99 93 64 74 56 2,432

計 103,183 1,483 1,001 5,898 9,898 10,279 4,644 7,102 7,856 151,344

◆各市民センター別諸証明取扱件数 (有料分)(平成27年度)

区   分 新  町  数 旧  字  数 実  施  日     面積（㎢）

第１次 15        43  2.360

第２次 11        50  1.890

第３次 15        80  1.780

第４次 9        41  1.330

第５次      3  (6)        27  0.315

第６次 4         6  0.423

第７次 5         6  0.281

第８次      0  (3)         3  0.180

第９次 3         4  0.323

3         3  0.360

     1  (2)         7  0.220

3         2  0.200

5        10  0.434

     4  (5)        12  0.264

     1  (3)         8  0.323

3        12  0.409

2         2  0.098

     2  (4)         2  0.149

3         4  0.380

2         3  0.201

3         3  0.239

2         2  0.168

1         1  0.097

合計       331 12.424

　町の境界が複雑に入り組んでいたり、地番が順序よく並んでいないなど、土地の地番を住所
とする表示方法の弊害を解消するため、昭和40年から実施している。

◆住居表示実施の経過

昭和40年 2月 1日

   40年11月20日

   41年 9月 1日

   42年 8月10日

   57年 2月28日

   59年 2月27日

   59年11月26日

   60年11月25日

   61年11月 4日

第10次    62年11月30日

第11次    63年11月21日

第12次 平成元年11月13日

第13次      2年11月19日

第14次      3年11月18日

第15次      4年11月16日

第16次      5年11月15日

第17次      6年11月14日

第18次      7年11月13日

第19次      8年11月18日

第20次      9年11月17日

第21次     10年11月 2日

第22次     22年 8月23日

第23次     25年 8月19日

    100 (112)



　

 昭和 32年の会津若松市国民健康保険条例の可決を

受け、昭和33年 4月の機構改革により、「保険課」

を設置し、全市域を対象として国民健康保険事業を

開始した｡

　事業開始当初は、加入世帯数 13,006 世帯、被保

険者数61,726人で、収支決算は、収入 68,480,862

円、支出59,396,741円であった｡

　昭和 58年には、老人保健法が施行。翌、昭和 59

年からは退職者医療制度が創設され、平成 12年に

は介護保険法の施行による介護分保険税の賦課が

始まった。また、平成 20年度からは、後期高齢者

医療制度の創設にあわせ、後期高齢者支援金分が

新たに賦課要素として加わるなど、社会構造の変

化に合わせ国保制度も大きく変わってきている。

     

◆世帯別      

区  分
総   数

(世帯)

国保加入数

  (世帯)

国保加入率

   (％)

27年度 50,963 18,331 35.97

26年度 50,645 18,851 37.22

25年度 50,554 19,378 38.33

◆人口別　

区 分
総  数

(人)

国  保

加入数

 (人)

国  保

加入率

 (％)

世帯当た

り被保険

者(人)

27年度 121,802 30,415 24.97 1.66

26年度 122,764 31,756 25.87 1.68

25年度 123,823 33,156 26.78 1.71

※ 年度末現在

◆療養の給付等 

区 分
受診件数

     (件)

1 件当たり

費用 (円)

1人当たり

費用 (円)

27年度 506,468 19,905 322,523

26年度 520,269 19,382 309,768

25年度 525,928 19,526 302,863

※ 診療費・調剤・食事療養・生活療養・訪問看護費

　 の費用額より算出　

◆出産・死亡に対する給付            （円）

区　 分 出産育児一時金 葬祭費

21年 10月～ 　 420,000 30,000

21年 1月～ 　380,000 30,000

18年 10月～ 　350,000 30,000

※ 出産育児一時金の支給は平成 6年 10月から 1件

につき 300,000 円(助産費と育児手当金が包括さ

れ,名称が出産育児一時金となる)

※ 平成18年 10月 1日より350,000円に改正

※ 平成 21年 1月から産科医療補償制度に加入して

いる分娩機関での出産の場合３万円が加算となる

※ 平成21年 10月 1日より420,000円に改正

※ 平成 27年 1月より産科医療補償制度に加入して

いる分娩機関で出産の場合の加算額が 16,000 円

となり、出産育児一時金が 404,000 円で合計

420,000円に改正

※ 葬祭費の支給は平成 4 年 4 月から 1 件につき

30,000円 
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　国民健康保険

 

　国民健康保険
本市における国保制度の推移 保険給付の状況

国保加入状況



　

◆賦課割合

区  分
所得割

(％)

資産割

(％)

均等割

(％)

平等割

(％)

27

年

度

医療 48.16 4.71 28.35 18.78

支援金 51.24 － 30.45 18.31

介護 48.74 － 30.62 20.64

26

年

度

医療 48.98 4.45 28.15 18.42

支援金 49.31 － 30.35 20.34

介護 51.73 － 30.27 18.00

25

年

度

医療 48.55 4.49 28.41 18.55

支援金 49.41 3.14 29.79 17.66

介護 47.57 3.02 29.51 19.90

◆税率

区 分
所得割

(％)

資産割

(％)

均等割

(円)

平等割

(円)

限度額

(千円)

27

年

度

医療 6.7 12.0 17,800 19,600 520

支援金 2.4 － 6,400 6,400 170

介護 1.9 － 7,400 6,000 160

26

年

度

医療 6.7 12.0 17,800 19,600 510

支援金 2.4 － 6,400 6,400 160

介護 1.9 － 7,400 6,000 140

25

年

度

医療 6.6 12.0 17,800 19,600 510

支援金 2.4 3.0 6,400 6,400 140

介護 1.9 3.0 7,400 6,000 120

◆国保税

区  分 調定額  (千円) 1人当たり (円)

27

年

度

医療 1,686,525 51,422

支援金 560,021 17,075

介護 235,818 18,888

26

年

度

医療 1,791,452 52,395

支援金 593,641 17,363

介護 253,410 18,894

25

年

度

医療 1,853,882 53,523

支援金 634,181 18,309

介護 280,521 21,128

◆保険給付

区  分 給付費(千円) 1人当たり(円)

27年度 8,502,727 272,026

26年度 8,469,248 260,168

25年度 8,638,118 254,752

◆保険給付費の内訳

区  分
療養給付

(千円)

療養費

(千円)

その他

(千円)

27年度 7,444,734 27,375 1,030,618

26年度 7,456,991 28,253 　984,004

25年度 7,604,866 41,158 　992,094

※ 国保税については本算定時点(現年度分のみ)

※ 保険給付費は、一般分と退職分の保険者負担分の

合計

※ その他は、高額療養費・出産育児諸費・葬祭諸費

審査支払手数料の合計
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国保税率の推移 税額と保険給付費
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診療費の状況

区 分 種 類

入  院 6,512 99,592 3,568,808,395 15.29 548,036

入院外 258,138 367,773 3,323,976,617 1.42 12,877

歯  科 54,499 111,068 710,489,374 2.04 13,037

計 319,149 578,433 7,603,274,386 1.81 23,824

入  院 6,834 104,782 3,642,521,038 15.33 533,000

入院外 265,256 381,634 3,379,527,636 1.44 12,741

歯  科 54,985 113,952 722,312,220 2.07 13,137

計 327,075 600,368 7,744,360,894 1.84 23,678

入  院 7,080 107,781 3,753,435,116 15.22 530,146

入院外 271,203 393,612 3,440,305,603 1.45 12,685

歯  科 54,535 117,601 742,145,680 2.16 13,609

計 332,818 618,994 7,935,886,399 1.86 23,845

件  数
 (件)

日   数
   (日)

費  用  額
  (円)

１件当たり
日数(日)

１件当たり
費用額(円)

27年度

26年度

25年度

 ※ 診療費には、調剤・食事療養・生活療養・訪問看護費は含まない



◆拠出年金の概要

区 分
総  数

(人)

現存被保険者数(人)

第1号

加  入
任意加入

第3号

加  入

保 険 料

免除者数

法免含(人)

受給件数

(人)

年金額

(千円)

27年度 21,199 14,262 156 6,781 6,126 33,126 20,874,735

26年度 22,449 15,346 161 6,942 6,573 32,568 20,131,056

25年度 23,544 16,322 157 7,065 6,837 31,844 19,766,121

◆拠出制年金給付件数

年 度

旧 国 民 年 金 関 係 　基礎年金関係

老 齢

年 金

5  年

年 金

通 算

老 齢

年 金

障 害

年 金

母 子 

準母子

年 金

遺 児

年 金

寡 婦

年 金

老 齢

基 礎

年 金

障 害

基 礎

年 金

遺 族

基 礎

年 金

27年度 1,101 14 702 73 1 0 26 31,309 851 284

26年度 1,308 14 810 71 1 0 28 30,436 843 295

25年度 1,535 15 923 77 1 0 29 29,371 825 279

◆無拠出制(福祉年金)給付状況

区 分
老 齢 年 金

障害基礎年金

(障害福祉)

遺族基礎年金

(母子･準母子福祉)
合       計

件 数 金 額 (円) 件 数 金 額 (円) 件 数 金 額 (円) 件 数 金 額 (円)

27年度 0 0 1,064 933,304,350 0 0 1,064 933,304,350

26年度 1 0 1,032 895,875,000 0 0 1,033 895,875,000

25年度 2 398,800 999 884,234,500 0 0 1,001 884,633,300

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

◆被保険者数の状況

区   分 年度末現在数（人） 年度末総人口（人） 　　比率    (％)

27 年 度 18,118 121,802 14.9

26 年 度 17,885 122,764 14.6

25 年 度 17,772 123,823 14.4

◆医療費の状況

区   分
総   費   用 1人当たり費用

金  額  (千円) 伸び率 (％) 金  額  (千円) 伸び率 (％)

27 年 度 15,140,368 4.7 840 3.6

26 年 度 14,458,704 2.7 811 2.4

25 年 度 14,077,961 1.3 792 0.3

※ 総費用は、保険者負担分と個人負担分の合計　
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国民年金

 国民年金・後期高齢者医療 国民年金・後期高齢者医療

後期高齢者医療



　医療機関、関係諸団体との連携のもと、健康の保

持・増進及び疾病予防、救急医療体制等の整備を図

り、市民の健康を支え、守るよう努めている。

◆母子健康手帳の交付

   妊婦に対して母子健康手帳を交付する｡

◆妊婦健康相談

   妊娠中の健康管理ができるよう妊婦健康相談を行う。

◆妊産婦健康診査

   妊婦健康診査 14回、産後１ヶ月健康診査１回の

費用助成を行う。

◆先天性股関節脱臼等検診

   生後 3～4か月児を対象に、先天性股関節脱臼等

検診票により、随時指定医療機関で診察や股関節の

Ｘ線撮影などの検診を行う。

◆４か月児健康診査

   北会津保健センター、河東保健センターで年 32

回身体測定、小児科診察、栄養・育児相談などを行

う。

◆９～１０か月児健康診査

   9～10か月児健康診査票により、指定医療機関で

随時身体測定、小児科診察、育児相談などを行う。

◆１歳６か月児健康診査

   北会津保健センター、河東保健センターで年

29 回、身体測定、小児科・歯科診察、栄養・育

児・歯科相談などを行う。

◆３歳６か月児健康診査

   北会津保健センター、河東保健センターで年 29

回、身体測定、小児科・歯科診察、尿・視力・聴力

検査、栄養・育児・歯科相談などを行う。

◆乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん

 訪問）

   市内に住所を有する、生後4か月を迎えるまでの

乳児のいる家庭を訪問し、育児に関する不安や悩み

の傾聴、相談、情報の提供などを行う。

◆未熟児訪問事業

   未熟児で出生した乳児のいる家庭を訪問し、養育

上必要な指導や助言を行う。

◆未熟児養育医療の給付

   出生時の体重が 2,000g 以下、または身体の発達

が未熟のまま生まれ、入院による養育が必要とする

子どもに対して、その治療に必要な医療費の一部を

公費で負担する。

◆電話相談・家庭訪問

   不安や相談ごとのある方のために、保健師や管理

栄養士等が随時相談に応じる。

◆7か月児離乳食教室

   北会津保健センター、河東保健センターで月 1

回ずつ、離乳食のすすめ方と歯の手入れの方法・

日中の遊び方の話、身体測定、個別相談などを行

う。

◆わんぱく相談

   主に健康診査を受診し、発育発達に心配がある方

を対象に月 1～２回小児科医師、管理栄養士、臨床

心理士、言語聴覚士、保健師等が相談に応じる。

◆健康手帳の交付

   健康診査の結果や健康相談、また医療機関で指導

されたことなどを記録し、日常の健康管理に役立て

ると共に、受診時などの参考にするため、健康手帳

を交付する。

◆健康教育

   健康づくりに対する意識の高揚及び知識の普及を

目的とした教室を開催し、生活習慣の改善を支援す

る。

◆健康相談

   個人の心身の健康に関する相談に応じる。

◆健康診査

 ●特定健康診査及び健康診査

    40 歳から 74歳の国民健康保険被保険者及び後

期高齢者医療被保険者、40歳以上の医療保険未加

入者を対象に、身体計測、腹囲測定、尿検査、血

圧測定、医師の診察、血液検査（肝機能・脂質・

糖の検査）等を行う。

　●特定保健指導

　 特定健康診査の受診結果で一定の条件にあては

まる方に対し、生活習慣改善に向けての支援を行

う。
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 保 健 予 防 保 健 予 防

成人・高齢者保健

母 子 保 健



 ●肝炎ウィルス検診

　 40歳以上で今まで肝炎ウィルス検診を受診した

 ことがない方を対象に、Ｂ型及びＣ型肝炎ウィル

 ス検査を行う。

 ● 胃がん検診

    35歳以上を対象に、胃透視検査、または胃内視

鏡検査（ただし、集団健診は胃透視検査のみ）を

選択して行う。

 ● 子宮頸がん検診

    20歳以上の女性を対象に、子宮頚部の検査を行

う。（2年に1回の検診）

 ●乳がん検診

    40歳以上の女性を対象に、視触診、マンモグラ

フィ検査を行う。（2年に1回の検診）

 ●前立腺がん検診

　　50～74 歳の男性を対象に、血液検査（PSA検

査）を行う。（2年に1回の検診）

 ●大腸がん検診

    35歳以上を対象に、問診、便潜血検査（2日間

法）を行う。

 ●胸部検診

    35歳以上を対象に胸部レントゲン検査を行う。

 ●骨粗しょう症検診

    60歳、65歳の女性を対象に、集団検診でＱＵＳ

法（超音波）による踵骨（かかとの骨）の超音波

測定を行う。

◆訪問指導

    健康診査等で健康管理上訪問指導が必要な人に対

し、保健師、管理栄養士等が訪問し、健康管理及

び療養等について助言指導を行う。

◆食生活改善推進員養成及び育成

    生活習慣病予防及び食育推進のために欠かすこ

とのできない食生活改善活動を、市民と共に、ま

た、地域の課題として共有し、その解決に向けて

取り組むために食生活改善推進員を養成し、その

活動を支援する。

＜27年度＞

・養成数　10名

  ・市食生活改善推進連絡協議会員数 155名

  ・活動実績

　集会・対話訪問 558回 延人数 17,585人

◆ 健康教育              

区  分 27年度 26年度 25年度

成人・

高齢者

回数 79 88 119

人数 2,118 2,345 3,299

妊婦・

乳幼児

回数 31 30 35

人数 834 736 875

思春期
回数 0 0 0

人数 0 0 0

合 計
回数 110 118 154

人数 2952 3,081 4,174

◆健康相談                       

区  分 27年度 26年度 25年度

妊産婦(窓口相談) 865 849 948

成人･

高齢者

回数 － － －

件数 382 545 439

乳幼児
回数 12 24 30

件数 144 603 768

合 計
回数 12 24 30

件数 1391 1,997 2,155

◆各種検診受診者数               （単位：人）

区  分 27年度 26年度 25年度

結核検診 3,118 3,025 3,062

子宮がん検診 4,261 5,185 4,655

胃がん検診 7,075 7,106 7,279

乳がん検診 
視触診 3,378 4,194 3,727
マンモグラ

フィ 3,080 3,750 3,345

肝炎ウィルス検診
B型 281   331   255

C型 279   326   247

肺がん検診 
肺野 4,975 5,010 5,293

肺門 189   154   102

大腸がん検診 9,653  9,137 9,099

前立腺がん検診 1,005 1,018 954

骨粗しょう症検診 583 669 596

妊産婦健康診査（延） 11,737 11,759 11,415
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各種検診・相談事業等の状況



先天性股関節脱臼等検診

(受診率％)

899

(97.8)

  920

(93.8)

  870

(90.0)

4か月児健康診査

(受診率％)

900

(97.9)

950

(98.3)

906

(97.5)

9～10か月健康診査

(受診率％)

902

(92.0)

907

(93.2)

899

(92.5)

1歳 6か月児健康診査

(受診率％)

956

(97.5)

895

(96.4)

942

(96.5)

3歳 6か月児健康診査

(受診率％)

936

(94.5)

960

(94.5)

954

(93.3)

◆特定健康診査　

年度 対象者（人） 受診者（人） 実施率（％）

27 24,562 10,606 43.2

26 22,227  9,910 44.6

25 22,579  9,879 43.8

※法定報告数。27年度は暫定数（確定は翌年 10月末）

◆特定保健指導（初回面接実施者数）（人）

27年度 26年度 25年度

積極的支援 184 254 210

動機づけ支援 651 624 632

計 835 878 842

◆健康診査　

年度 対象 対象者

（人）

受診者

（人）

実施率

（％）

27
後期高齢者

保険未加入者

17,718

 1,661

5,085

  109

28.7

 6.6

26
後期高齢者

保険未加入者

17,773

 1,614

4,930

   81

27.7

 5.0

25
後期高齢者

保険未加入者

17,640

 1,500

4,685

   91

26.6

 6.1

◆訪問指導件数 （延べ件数）                

区　分 27年度 26年度 25年度

成　　人 　1,302 　1,322 1,194

母
　
子

乳  幼  児 386 364 316

妊  産  婦 126 199 223

そ  の  他 10 2 0

乳児家庭全戸訪問

事業
851 786 738

合     計 2,675 2,673 2,471

  市民が、いつでもどこでも安心して医療を受けら

れるか否かは、市民生活にとって極めて重要なこと

であり、市は夜間急病センターを開設したほか、会

津若松医師会と各医療機関の協力のもとに休日在宅

当番医制及び救急医療病院群輪番制を実施し、市民

医療対策に努めている。

◆会津若松市夜間急病センター

  医療機関が休診となる夜間の医療体制を確保する

ため、医師会会員参加による事業として、1年を通

して夜間急病センターを開設している。

  ○ 開設      昭和54年 5月23日

  ○ 診療科目  内科、小児科系

  ○ 診療日    年中無休

  ○ 受付時間  午後 6時30分～午後10時 30分

  ○ 診療時間  午後7時から診療が終了するまで

  ○ 当番医数  内科、小児科系 1名

○ 従業員数  看護師1～2名、事務員 1名

○ 診療状況

 区  分 27年度 26年度 25年度

受診者総数（人） 3,882 4,843 4,043

１日平均受診者数(人) 10.6 13.3 11.1

性

質

別

内

訳

(人)

市内 2,938 3,757 3,056

市外 944 1,086 987

男 1,985 2,552 2,173

女 1,897 2,291 1,870

内科系 1,173 1,468 965

小児科系 2,709 3,375 3,078

その他 0 0 0

二次病院転送者数(人) 85 89 89

◆休日当番医制

   日曜、祝日の昼間における診療を行うため、昭和

48年 6月から医師会が実施主体となって医師会会員

参加による休日当番医制を当番制で実施している

（平成 27年 4月現在、内科系・小児科１医院、外

科系１医院）。昭和 51 年 4月より歯科医師会も加

わった診療体制となった。

　 5月連休やインフルエンザの流行時期等は、小児

科枠を設けた診療体制となり、内科系、小児科、外
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科系、歯科の4医院の運営となる。

　 診療時間は、午前 9時から午後 5時まで（歯科医

院は午前 10時から午後4時まで）。

◆救急医療病院輪番制（二次救急医療病院）

  日曜祝日、夜間における初期救急医療の後方支援

として、3病院が輪番制により診療にあたっている。

 ○ 病院輪番制病院  

  会津医療センター、竹田綜合病院、会津中央病院

◆予防接種                       （単位：件）

区  分 27年度 26年度 25年度

経口生ポリオ 0 0 0

日本脳炎 3,759 4,208 5,908

三種混合 7 370 1,213

二種混合 821 1,036 1,067

麻しん風しん混合 1,804 1,819 2,163

風 し ん 0 0 0

麻 し ん 0 0 0

四種混合 3,677 3,645 3,131

不活化ポリオ 313 927 3,606

ヒブ 3,679 3,746 4,445

小児用肺炎球菌 3,689 3,730 4,349

水痘 1,804 1,472 －

子宮頸がん 0 0 359

高齢者

インフルエンザ
18,351 18,676 17,987

高齢者２３価

肺炎球菌
1,998 2,659 252

◆感染症予防

   感染症発生の予防とまん延防止を図るため、住民

の公衆衛生思想の普及に努めている。

   また､ 保健所の指示により､汚染場所の消毒・防

疫びそ族昆虫駆除を行っている｡

◆結核予防

   感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関

する法律に基づき、一般住民に対して定期の健康診

断、予防接種法に基づき、乳児に対してＢＣＧ接種

を行っている。

○受診状況

区     分 27年度 26年度 25年度

乳幼児
対  象  者 953 971 927

ＢＣＧ接種 943 919 786

一 般
対  象 者 27,409 27,409 27,409

Ｘ線受診者 3,118 3,025 3,062

◆保健委員会

   地域住民が健康でいきいきと暮らしていけるよ

う、ウオーキングの普及や健診受診のすすめを重点

活動とし、地区における自主的な健康づくり活動を

展開している。

   保健委員会は、市内 18 ブロックに分かれてお

り、各地区保健委員会があり、地区から選出された

代議員により、総会を開催し運営にあたっている。

◆狂犬病予防事業

   犬の飼い主は、生後91日以上の犬の登録を生涯 1

回と狂犬病予防注射を年１回受けさせなければなら

ないことになっており、登録と予防注射の日程を市

政だよりに掲載し、かつ個人宛に通知するな

ど、100カ所余の会場を設定し実施している。

 ○予防注射実施状況

区     分 27年度 26年度 25年度

登  録  頭  数 4,560 4,610 4,683

予防注射実施頭数 3,315 3,400 3,411

◆市内の医療機関

 ○病院関係      

区    分 27年 26年 25年

総数
病院数 8 8 8

病床数 2,660 2,769 2,769

一般病院
病院数 5 5 5

病床数 699 748 748

総合病院
病院数 3 3 3

病床数 1,961 2,021 2,021

精神病院
病院数 （3） （3） （3）

病床数 （524） （633） （633）

結核病床

のある病院

病院数 （1） （1） （1）

病床数 (14) (14) (14) 

※（　　）の数値は再掲
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　○医療関係施設    

区     分 27年 26年 25年

一  般

診療所

診療所数 92 93 93

病床数 120 127 127

歯科診療所 58 58 58

助  産  所 2 1 1

薬      局 76 77 77

◆食育推進事業

  食を通した健康づくり、栄養改善事業など食育

推進計画のもと生活習慣病予防、健康づくりに寄与

する食育推進に取り組む。

＜27年度＞

・栄養改善事業指導実績　438回　延人数 6,066人

・食育ネットワーク参加団体数　　17団体

　　　　　　　　　　　　　　　　（H24.2設立）

◆こころの健康づくり支援事業（自殺対策）

　知識の普及やな啓発活動により、一人ひとりの自

殺予防に対する知識や対処方法の理解を促進すると

ともに、相談窓口の充実により、自殺に結びつくよ

うな状況にある人の早期発見・早期対応のための取

り組みを進める。

◆健康まつり

　健康で明るい生活をめざして、市民一人ひとりが

日常生活のなかで、積極的に自らの健康づくりに取

り組んでいくことができるよう健康づくりの啓蒙普

及を図り、健康なまちづくりの推進を目的として文

化センターで開催する。

　主催は、会津若松市健康まつり実行委員会。
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　戦後における地方自治の根幹をなすものは住民自

治であるといわれる。しかし、核家族化に象徴され

るように、家族構成や社会構造の変化が地域社会に

及ぼす影響は大きく、従来とは異なる意味での種々

の問題点が指摘される現状となっている。

  このような状況を踏まえ、本市では地域コミュニ

ティづくりに重点を置き、町内会組織の活性化はも

とより、地域住民の活動の場である集会所やコミュ

ニティセンターなどを拠点とした住民本位の自主的

活動を助長するよう努めている。

◆町内会の数(平成 28年 4月 1日現在)

町内会数 世帯数 １町内会当り平均世帯数

506 46,447 　91.79世帯

◆区長の事務

    ・市の作成する広報を目的とした印刷物の配布

及び内容の周知に関する事項

    ・特に指示する調査に関する事項

    ・その他特に市長が必要と認めた事項

◆町内会交付金

 　　区長の事務を円滑に進め、市民の福祉を増進

　 するため、町内会に交付金を交付する。

 【交付金の額】

79世帯以下 基本額11,600＋@750円×世帯数

80世帯以上 基本額12,100＋@750円×世帯数

ただし、町北・高野・神指・門田・東山・一

箕・大戸・湊・荒井・舘の内・川南・日橋・八

田・堂島地区における交付金の額は下記のとおり

である。

59世帯以下 基本額12,600＋@750円×世帯数

60世帯以上 基本額13,300＋@750円×世帯数

◆ 集会所整備事業補助金

 【補助対象要件】

    ・地域コミュニティ活動の発展を図るため、

地域自治活動や地域住民の相互交流の場と

して活用し、町内会等が主体的に設置・管

理できる集会所の整備であること。

 【補助対象事業】

    ・集会所の新築、購入、増改築、修繕及び改修

【補助率】

・集会所整備に要する経費のうち、補助対象と

なる経費の100分の30以内の額

 

【補助限度額】   

   　  ・320万円

◆防犯灯補助金           

 【補助対象要件】

    ・町内会が道路、公園などに防犯用として設置

し、維持管理するものであること

    ・広告灯、看板灯及び装飾灯を除いた常夜灯で

あること

 【補助率】

    ・設置に要する経費の 2分の 1以内の額で、

１灯につき 15,000 円を限度とする。（ポー

ル付きで新設する場合 30,000円）

    ・電気料に対する補助金は、１灯につき年額

1,000円とする。

-110-

 自 治 振 興 自 治 振 興

町 内 会

各種補助金



◆概要    

   各施設の指定管理者と連携し、コミュニティセン

ターの適切な維持管理を図るとともに、適切な維持

管理の実施により、コミュニティセンターを拠点と

した地域活動や住民相互の交流を活発化させ、地域

社会の連帯意識、自治意識の高揚を図る。

◆管理運営    

   会津若松市コミュニティセンター条例に基づき、

非公募での指定管理者の指定を行っており、地元の

各種団体選出の役員等で構成される団体が指定管理

者となっている。

◆現有施設    

 【行仁コミュニティセンター】

・供用開始年月日  昭和 58年 1月 4日

・敷地面積   　 1,061.21㎡

・床面積     　　 584.79㎡

  （1階）    　　 307.54㎡

  （2階）     　　277.25㎡

・構造       　　鉄筋コンクリート造2階建

・事業費   　 　  101,052千円

 【日新コミュニティセンター】

・供用開始年月日  昭和 61年 5月 10日

・敷地面積    　　1,168.69㎡

・床面積      　　449.16㎡

  （1階）     　　302.64㎡

  （2階）     　　146.52㎡

・構造        　　鉄筋コンクリート造2階建

・事業費     　  149,065千円

【城北コミュニティセンター】

・供用開始年月日  平成元年4月14日

・敷地面積    　　1,220.00㎡

・床面積      　　493.24㎡

  （1階）     　　352.90㎡

  （2階）     　　140.34㎡

・構造       　　 鉄筋コンクリート造2階建

・事業費    　   163,378千円

【城西コミュニティセンター】

・供用開始年月日  平成2年5月1日

・敷地面積    　　1,619.72㎡

・床面積     　　 498.44㎡

  （1階）    　　 320.93㎡

  （2階）    　　 177.51㎡

・構造       　　 鉄筋コンクリート造2階建

・事業費      　　128,715千円

 【松長コミュニティセンター】

・供用開始年月日  平成7年8月19日

・敷地面積    　　1,997.41㎡

・床面積     　　 866.96㎡

  （1階）    　　 594.96㎡

  （2階）    　　 272.00㎡

・構造     　　   鉄筋コンクリート造2階建

・事業費     　　 373,493千円

【真宮コミュニティセンター】

・供用開始年月日  平成5年4月1日

・敷地面積    　　1,754.00㎡

・床面積     　　 547.90㎡

  （1階）    　　 303.46㎡

  （2階）     　　244.44㎡

・構造        　　鉄筋コンクリート造2階建

・事業費     　　 221,756千円

【鶴城コミュニティセンター】

・供用開始年月日  平成20年 4月 1日

・敷地面積    　　1,046.14㎡

・床面積  　　    450.33㎡

・構造       　　 鉄筋コンクリート造平屋建

・事業費     　　 119,953千円

 【城南コミュニティセンター】

・供用開始年月日  平成21年 4月 1日

・敷地面積    　　2054.2㎡

・床面積  　　    454.01㎡

・構造       　　 鉄筋コンクリート造平屋建

・事業費     　　 269,858千円

 【謹教コミュニティセンター】

・供用開始年月日  平成22年 4月 1日

・敷地面積    　　1,681.84㎡

・床面積  　　    612.00㎡

　　  （2階）     　　306.00㎡

  （3階）     　　306.00㎡

・構造       　　 鉄筋コンクリート造３階建

・事業費          180,930千円
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◆市消費生活講座等の実施

   健全な消費生活を送るための基礎知識を学習し、

消費者の主体性を促進することなどを目的とする。

◆広報の実施

   消費者啓発の目的で、悪質商法防止に関するポス

ターなどを市庁舎、各市民センター等に掲示す

る。

◆消費生活講座等実績

区 分 27年度 26年度 25年度

参加者数 　281人 　422人 　289人

◆消費生活センター

 市民の消費生活に関する苦情、または相談に応

じ、消費者の利益の擁護及び増進を図る。

・所在          栄町5-17（栄町第二庁舎）

・電話番号      39-1228(直通)

  ・相談員        2名

  ・相談日        月～金

                  午前8時30分～午後5時

◆相談活動の経過

･昭和53～56年度  県消費生活相談員(在宅)設置

･昭和57年 4月    市消費生活相談員(在宅)設置

･昭和59年 3月    市消費生活相談室開設

･平成23年 4月    市消費生活センター開設

◆相談実績

区   分 27年度 26年度 25年度

総件数（件） 1,059 950 900

 市民から寄せられた問い合わせ、苦情、意見、相談

などを実施対象としている。

  相談員は、各専門機関へ依頼しているが、一般的

な相談については職員が対応している。

◆相談受付状況(平成27年度)

・法律相談  131  件(金銭 38、不動産 26、

                       家事 49、その他 18)

・登記相談   27  件(相続 13、売買0、境界9、

                       贈与3、名義0、登記1、

                       その他1）　

  ・公証相談   31  件(離婚 1、相続・贈与 17、

                       遺言 9、任意後見 1、

                       その他3）

  ・宅地建物相談  21 件

・行政書士相談　19 件

・社会保険労務士相談　0 件

・人権相談(会津管内)  200　件　

・一般相談    41 件

 (民事)   38 件(金銭  1、不動産 15、

                    家事  1、その他 21）

 (行政)    3 件
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◆交通対策協議会

市の交通安全について、関係行政機関及び各種

団体と協議し、総合的、効果的な安全対策を推進

し、交通事故の防止と交通の円滑化を図るため、

市長を会長として協議会を設置している。

◆交通教育専門員制度

  昭和 42年に交通指導員制度が発足し、学童、園児

を交通事故から守るため、登校の際の安全誘導を

行ってきた。平成 3年より交通教育専門員と名称を

改め、各種交通安全教室を開催し、幼児から高齢者

まで幅広い交通安全教育活動、地域における交通の

安全に関する街頭指導及び安全思想の普及を行って

いる。

 ・交通教育専門員  14名（平成28年 4月 1日現在）

 ・任         期    3年

◆交通安全母の会連合会

  平成元年に、各学校、地域ごとの交通安全団体、

母の会が加盟し、全市的な連携を図るため、連合会

が組織された。「交通安全は家庭から」を基本に、

交通事故防止を広く呼びかけ、交通安全啓発、交通

教育を推進している。

◆交通事故発生件数（交通白書より）

区分 27年 26年 25年

発生件数 428 508 619

増加率（％） ▲15.7 ▲17.9 ▲2.4

死者数（人） 5 8 6

傷者数（人） 507 624 758

◆組 織

◆団構成及び設備等(平成28年 4月 1日現在）

団員数

(人)

自動車

ポンプ

(台)

積載車

(台)

小型動

力

ポンプ

(台)

防火水

槽

(基)

消火栓

(基)

団本部 16 0

第1分団 18 1 8 117

〃2 〃 16 1 13 94

〃3 〃 23 1 4 101

〃4 〃 19 1 11 110

〃5 〃 22 1 6 40

〃6 〃 77 1 6 4 85

〃7 〃 91 1 13 14 29 0

〃8 〃 61 1 9 13 238

〃9 〃 70 1 1 9 3 34

〃10〃 92 1 9 19 120

〃11〃 100 1 1 10 4 276

〃12〃 94 2 5 13 12 38

〃13〃 58 1 3 5 62

〃14〃 96 1 12 15 82

〃15〃 105 1 18 3 66

〃16〃 68 1 9 6 39

〃17〃 109 1 1 12 15 131

〃18〃 63 1 2 8 5 33

〃19〃 143 1 1 15 12 71

合 計 1341 20 24 147 187 1737

◆団員報酬　　　（平成28年 4月１日現在）

職    名 報酬年額（円）／年

団   長 217,000

副  団  長 144,000

総 務 部 長 101,000

総務副部長 65,000

分    団    長 101,000

副  分  団  長 65,000

分  団  部  長 52,000

分 団 副 部 長 52,000

班 　 長 35,000

機    関    員 39,000

消    防    員 27,000
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　この共済は、市民の生活の安定と福祉の増進に寄

与することを目的とし、万一交通事故に遭い入院・

通院した場合に見舞金を支給する制度である。

  会員の資格は、加入時に会津若松市に居住し、住

民基本台帳に登録されている者。

  共済期間は、4 月１日から翌年 3 月 31 日までと

し、4月１日以降の加入者は、申し込みの翌日から3

月 31日まで有効。会費は１人 500 円。なお、4月 1

日以降に加入した場合も同額である。

◆年度別加入状況         

 区  分
加入者数

 （人）

金     額

（円）

加入率

（％）

27年度 39,152 19,576,000 31.6

26年度 40,452 20,226,000 32.7

25年度 41,922 20,961,000 34.0

◆共済見舞金等の支給（24年度から等級変更）

1等級
死亡した場合（弔慰金）

      1,000,000円

2～10等級
入院・通院実日数に応じて

  300,000円～20,000円

重度障害見舞金

自動車損害賠償保障法施行令

第1級又は第2級の障害

        300,000円

自転車の自損事

故の場合

交通事故証明がない場合、目

撃者証明により、見舞金とし

て10等級の額が支給される

◆弔慰金・見舞金の支給状況     

 〇 総額

区 分 件数（件） 金額（千円）

27年度 225 8,110

26年度 257 9,300

25年度 249 9,980

 〇 弔慰金１等級

区 分 件数（件） 金額（千円）

27年度 1 1,000

26年度 2 2,000

25年度 2 2,000

 〇 見舞金2等級～10等級

区 分 件数（件） 金額（千円）

27年度  224 7,110

26年度  255 7,300

25年度  247 7,980
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　本市では、平成９年３月制定された「会津若松市

環境基本条例」第３条の基本理念に基づいて、様々

な環境施策を総合的かつ計画的に推し進めるため、

平成11年３月に「会津若松市環境基本計画」を策定

し、平成26年３月に「会津若松市第２期環境基本計

画」を策定した。

　今日の環境問題は、従来の公害問題に加え、近隣

の騒音や廃棄物の増大など日常生活に起因する都市

型及び生活型公害の問題、資源枯渇や砂漠化、温暖

化などの地球規模の環境問題、さらにはＰＭ 2.5の

問題など、ますます複雑化の様相を呈している。

　こうした状況を踏まえ、「会津若松市第２期環境

基本計画」では、 自然環境と事業活動、日常生活と

が調和した社会を目指すことを目標に掲げ、各種環

境施策をより効果的に推進するため、環境に関連す

る市の諸計画を一体化した。この計画を市民・事業

者・行政の連携と協働に向けた「懸け橋」として活

用し、計画に掲げる「望ましい環境像」の実現を目

指していく。（本計画の詳細はＰ115～117）

　市役所は、地域の事業者であり、消費者であると

ともに、環境の保全と創造に関して市民や事業者の

取り組みを先導していく立場でもあることから、自

らの事業に伴う環境負荷を率先して低減していく役

割を担っている。

  そこで、平成 13年に環境マネジメントシステムを

構築し、職員自ら省エネ、省資源、環境負荷の少な

い製品の利用促進、廃棄物の減量等、環境負荷低減

に向けた取り組みを進めてきた。

　現在も、より有効的・実践的なシステムとなるよ

う、随時見直しを図りながら、継続的に環境改善に

向けた取り組みを推進している。

　地域全体として環境保全に向けた取り組みを進め

るために、学校版環境マネジメントシステム・家庭

版環境マネジメントシステム・あいづわかまつエコ

事業所推進事業を実施している。

　また、地域で長く環境保全活動を続けている事業

所や個人を表彰する環境大賞制度を設け、その活動

の輪を広げている。

　加えて、生物多様性の保全のため、「身近な生き

物大図鑑」のホームページへの掲載や自然環境教室

の開催等により、身近な自然に触れてもらうことで

自然保護の啓発に努めている。

　猪苗代湖の水質は、近年中性化しており、水質の

悪化が見られることから、流域自治体である、郡山

市、猪苗代町とともに「猪苗代湖環境保全推進連絡

会」を平成12年度に設立し、水環境保全に努めてい

るほか、県や関係市町村、市民と協力して水質向上

に向けた取り組みや意識高揚にも努めている。

　また、「福島県猪苗代湖及び裏磐梯湖沼水環境保

全推進計画」の推進のため、猪苗代湖の水環境保全

の様々な施策を、庁内各課との連携を強化して取り

組むなど、総合的に対策を進めている。

　

　地球規模の環境問題である地球温暖化問題への取

組を更に進めるために、平成 18年7月に、市の施設

から排出される CO2の削減を目指し、「地球温暖化

対策推進実行計画」を策定し、現在は平成 23年 12

月に策定した「第２期計画」に基づき取組を推進し

てきた。

　第２期計画では、市の全ての施設、全ての事務事

業を対象に、平成 27 年度までに平成 21 年度比で

5.0％温室効果ガスを削減することを目標に掲げて

きた。平成27年度が第２期計画の最終年度のため、

新たな計画の策定が必要である。

　従来からの市職員による省資源・省エネルギー

の取組、施設利用者に対する意識啓発、公用車の燃

料削減に加え、公共施設整備の際の再生可能エネル

ギー導入等の取組を推進する。

　また、省エネ法との関連により、年平均 1％のエネ

ルギー使用の改善が求められていることから、計画

的に省エネにむけた施設改修を進めるとともに、各

施設の適切な設備運用方法を定めた「管理標準」の

作成及び運用管理を推進することで、温室効果ガス

の削減を目指している。

◆公共用水域水質調査

  市独自に河川の水質監視､状況把握のため、昭和 48

年度より調査を開始し、毎年継続して実施している。

  調査開始当初と比較すると、下水道の普及等によ

り、多くの調査地点で水質が改善されてきているも

のの､生活排水等により汚濁が続いている河川も見ら

れる。
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　調査結果を市政だより等に公表し、生活排水対策

の実践を呼びかけるなど、河川の汚濁防止対策を推

進している。

  ○平成27年度の河川等の主な調査地点

湯　川　水　系 9地点

溷　川　水　系  3地点

猪苗代湖及び流入河川  3地点

   ○湯川の水質状況（BOD年平均値、単位：㎎/ℓ）

調査地点 27年度 26年度 25年度

上流部(雨降滝) 1.3 1.2 1.1

中流部(烏橋) 2.1 2.0 2.4

下流部(阿賀川合流前) 2.5 2.2 1.9

 ※ BOD＝数値が小さいほど水がきれい。

◆非飲用地下水調査

   有機塩素化合物（トリクロロエチレン、テトラク

ロロエチレン等）による地下水汚染が全国規模で問

題化し、昭和 61年度から市独自で非飲用の地下水

井戸を対象に調査を開始した。

調査の結果、１地点で環境基準を超えた値が検

出された。今後も継続して監視を続けていく。

   ○調査の概要

区        分 27年度 26年度 25年度

調査地点数 9 9 9

検出された地点 4 5 3

環境基準超過地点 1 1 0

◆悪臭調査

市内の悪臭状況を把握するため、悪臭苦情の寄せ

られた事業所を対象とした調査を昭和 58年より開始

した。

　従来は、測定機器を使った特定悪臭物質の濃度測

定のみを行っていたが、平成 12年度からは、人の嗅

覚を用いた臭気測定法による調査を追加した。

　平成27年度は、3事業所の調査を実施している。

◆自動車騒音調査

  自動車交通騒音の実態を経年的に把握し、道路周

辺の生活環境保全対策を推進するための基礎資料を

得るため、昭和 56年度から交通量の比較的多い地

点や過去に自動車騒音について苦情申立があった箇

所などを対象として毎年調査を実施している。

 ○環境基準（※1）達成状況

区        分 27年度 26年度 25年度

調査地点数 6 6 6

全時間帯（昼間・夜間）

達成地点
6 5 5

一部時間帯未達成 0 1 1

全時間帯未達成 0 0 0

要請限度（※2）

超過地点
0 0 0

 ※1　人の健康を保護するうえで望ましい基準値

※2　騒音規制法第17条第1項の規定に基づき、

　　 関係機関（道路管理者又は公安委員会）に

　　 対して、対策の要請等ができる基準

◆環境騒音調査

  一般地域の騒音に係る環境基準の達成状況を経年

的に把握するとともに、騒音対策を推進するための

基礎資料を得るため、市内を代表する地点を対象

に、昭和57年度から毎年調査を実施している。

  ○環境基準達成状況

区        分 27年度 26年度 25年度

調査地点数 6 6 6

全時間帯（昼間・夜間）

達成地点
6 6 6

一部時間帯未達成 0 0 0

全時間帯未達成 0 0 0

◆磐越自動車道騒音調査

   高速自動車道の沿道における騒音等の実態を把

握し、今後の騒音防止対策の基礎資料を得るため、

平成 4年度から毎年調査を実施している。

　また、東日本高速道路株式会社に対する騒音対策の要望

活動についても、県と合同で実施している。

 ○環境基準達成状況

区        分 27年度 26年度 25年度

調査地点数 1 1 1

全時間帯（昼間・

夜間）達成地点
1 1 1

一部時間帯未達成 0 0 0

全時間帯未達成 0 0 0
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　福島第一原子力発電所の事故により、本市でも、

市民への放射線による健康影響や農業などの産業へ

の影響が不安視された。そのため市内の環境放射線

詳細調査を実施し、その結果等を本市放射線管理ア

ドバイザーに分析依頼したところ、「市民への健康

影響は考えられない」との評価をいただき、平成 24

年6月に面的除染は行わない方針を決定している。

◆環境放射線測定事業

　放射線の専門家である

しも

下氏に本市放射線管理アド

バイザーを委嘱し、放射線対策等について助言いた

だくほか、市民の安全を確保するため市内の環境放

射線量を調査し、公表している。　

　また、アドバイザーによる Q&Aのホームページの

掲載や出前講座、市政だより等で、放射線に関する

正しい情報を市民に提供している。

◆線量低減化支援事業

　本市では、放射線による健康影響は考えられない

が、局所的に線量の高い場所があることに不安を感

じる市民の方もいるため、町内会等の団体が子ども

の生活空間を自発的に除染する場合に支援を行って

いる。平成 25年度までは除染活動にかかる経費を助

成し、平成 26年度より機材の貸与等により支援して

いる。

○線量低減化活動支援事業　実施団体数

年度 27年度 26年度 25年度

実施団体 0件 1件 0件

　環境に関する苦情は、地域住民の生活環境に密着

した問題の一つであり、その適切な処理は、生活環

境の保全や公害紛争の未然防止のためにも極めて重

要である。

　このような観点からも、関係行政機関と協力して

公害苦情の適切な処理に努めているが、近年の傾向

として、近隣からの騒音や側溝の悪臭など、家庭生

活から発生する生活型の苦情が多くなっている。

　また、事業活動に伴って生じる苦情については、

発生源となっている事業所に対して適正な対策を実

施するよう指導している。

   ○環境に関する苦情の年度別処理件数

区        分 27年度 26年度 25年度

大気汚染 10 12 9

水質汚濁 1 0 6

騒音・振動 13 10 11

悪臭 11 8 7

その他 8 8 6

計 43 38 39

  より良い生活環境を創出し、豊かな自然環境を次

代に継承するとともに、住民の環境保全意識の高揚

や環境問題に取り組む市民団体等の交流を図ること

を目的として平成 5年度より毎年開催しており、市

民団体等の環境保全活動や企業の環境技術の紹介な

どを行っている。
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会津若松市では、環境の保全及び創造に関する施

策を総合的かつ計画的に推進していくため、「会津

若松市環境基本条例（平成９年３月制定）」に基づ

き、環境基本計画を策定することとしている。

平成26年３月に｢会津若松市環境基本計画（平成

11年３月策定）｣の改訂を行い、「会津若松市第２

期環境基本計画」を策定した。

◆既存の「猪苗代湖水環境保全推進計画」「新エネ

ルギービジョン」「バイオマス活用推進計画」及び

新たに策定した「地球温暖化対策実行計画（区域施

策編）」の４計画を統合し、各計画の効果的かつ効

率的な進行管理を図る。

◆目標値を可能な限り明示した。

◆市民及び事業者の「環境配慮指針」を示した。

◆市民ワークショップや環境意識調査、「新エネル

ギー等検討会議」による意見等、市民や事業者から

の意見を可能な限り取り入れた。

　第２期環境基本計画の「望ましい環境像」は、前

計画の基本理念を受け継いだ内容としながら、市

民・事業者・行政が連携・協働して、自然環境と事

業活動、日常生活とが調和した社会を目指すことに

主眼を置き、以下のとおりとした。

　計画の期間は、平成 26年（2014 年）度を初年度

とし、10年後の平成 35年（2023 年）度を目標年度

としている。ただし、平成 30 年（2018 年）度に、

市長期総合計画及び国の施策等との整合性を図るた

め、中間見直しを行う。

　「望ましい環境像」を達成するため、４つの「基

本目標」と、基本目標の実現に向けた「個別目標」

を定めた。

◆基本目標１

「きれいな環境で、安心して健康に暮らせるま

ちをつくる」

大気汚染、水質汚濁などは事業所ばかりでなく、

日常生活からも発生しており、市民が健康で安心し

た生活をする上で支障となるものについては、未然

に防ぐ必要がある。

そのため、事業者や市民が協力し、環境負荷の低

減、環境悪化の未然防止などに取り組み、放射線量

については今後とも継続的な測定と正確な情報の共

有により、市民の不安感の払拭に努める。

◆主な数値目標

指標
現状値

（H24)

目標値

（H35）

水路への油漏れ事故等の

件数
９件 ０件

汚水処理人口普及率 79.7％ 88％

放射線の影響を不安に感

じる市民の割合
44.8％ ０％

◆基本目標２

「緑豊かで、住んでいて心地よく、人と自然が

共生するまちをつくる」

本市は、自然環境や水資源に恵まれた地域である。

これらの森林や水辺には貴重な野生動植物や様々な

生物が生育・生息していることから、貴重な自然環

境を守り、生態系の多様性を確保する必要がある。

そのため、多様な生態系を守る活動を推進すると

ともに、市民との協働のもと、良好な環境の保全活

動を推進し、人と自然が共生するまちをつくる。
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計画策定の目的

土・水・緑  そして 人

共に創るスマートなまち

会津若松

第２期計画の「望ましい環境像」

計画の期間

計画の基本目標と個別目標

 
１　空気や水がきれいで安心して暮らせるまち

２　環境と生活スタイルが調和した快適なまち

３　放射能の不安のない安心なまち

 
１　空気や水がきれいで安心して暮らせるまち

２　環境と生活スタイルが調和した快適なまち

３　放射能の不安のない安心なまち

 個別目標

第２期計画の主な特色



◆主な数値目標

指標 現状値

（H24)

目標値

（H35）

森林施業面積 1,347ha 2,785ha

有機栽培ほ場面積 43ha
50ha

（H28)

猪苗代湖・流域清掃活動

参加者数
514名 600名

◆基本目標３

「地球温暖化を防ぐため、環境と事業活動が調

和したまちをつくる」

－地球温暖化対策実行計画（区域施策編）－

　豊かな自然や限りある資源を次世代に引き継ぐ

ため、市民・事業者一人ひとりが省エネルギーを

意識した行動に変え、再生可能エネルギーの導入

を推進しながら地域全体としてエネルギーの効率

の高い都市基盤を整備していくとともに、廃棄物

を減らして温室効果ガスの排出量の削減に取り組

むなど、市民・事業者・行政が一体となって環境

と事業活動が調和したスマートなまちを目指す。

　この基本目標３を「会津若松市地球温暖化対策

実行計画（区域施策編）」とし、市域全体の温室

効果ガスを、基準年度である平成 22年度の 932.6

千トン CO2から、計画終了年度の平成 35年度まで

に20％削減することを目指す。

◆主な数値目標

指標 現状値

（H22)

目標値

（H35）

一次エネルギー需要に占

める再生可能エネルギー

の供給量の割合

41％ 60％

各家庭における節電・節

水等の省エネ取り組み率

76％

（H24)
100％

充電器設置数（一般家庭

を除く）
６基 40基

１日１人あたりのごみ排

出量
1,070ｇ

988ｇ

(H27)

◆個別目標４

「環境保全をともに学び、協働するまちをつく

る」

　本市の美しく豊かな自然などの誇るべき資源を後

世に伝え、望ましい環境像を実現するため、市民・

事業者・行政等は手を携え、環境に配慮した生活や

事業活動などに積極的に取り組む必要がある。

　それぞれの主体が環境保全活動に対する意識を高

め、行動できるよう、環境教育・学習を推進し、主

体間の連携を図り、協働して環境の保全・創造に取

り組むまちを目指す。

◆主な数値目標

指標 現状値

（H24)

目標値

（H35）

環境教室参加者数 117名 450名

公園等緑化愛護会数 85団体 90団体

 

　計画を推進し、望ましい環境像を実現するため、

庁内における連携を強化することはもちろん、市民

及び事業者との連携を強化し、統合的な推進を図る。

◆環境配慮指針（市民・事業者）

　市民が日常生活を営むうえで、また、事業者が事
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計画の推進体制

 
１　豊かな自然環境を守り、育てるまち

２　美しい里山と農地を守り、活かすまち

３　猪苗代湖の水環境を守り、次代に引き

　継いでいくまち

　－猪苗代湖水環境保全推進計画－

 
１　豊かな自然環境を守り、育てるまち

２　美しい里山と農地を守り、活かすまち

３　猪苗代湖の水環境を守り、次代に引き

　継いでいくまち

　－猪苗代湖水環境保全推進計画－

 個別目標

 
１　再生可能エネルギーの地産地消が

　できるまち

　－新エネルギービジョン・

　　　　　　　バイオマス活用推進計画－

２　みんなでＣＯ 2を減らすまち

３　再生可能エネルギーとＩＣＴを活用

　したまち

４　「もったいない」が息づくまち

 
１　再生可能エネルギーの地産地消が

　できるまち

　－新エネルギービジョン・

　　　　　　　バイオマス活用推進計画－

２　みんなでＣＯ 2を減らすまち

３　再生可能エネルギーとＩＣＴを活用

　したまち

４　「もったいない」が息づくまち

 個別目標

 
１　みんなで考え、みんなで学ぶまち

２　協働の輪を広げ、環境にやさしいまち

 
１　みんなで考え、みんなで学ぶまち

２　協働の輪を広げ、環境にやさしいまち

 個別目標



業活動を行っていくうえでの、具体的な環境へ配慮

した行動を「環境配慮指針」（ガイドライン）とし

て示している。取り組みの難易度によって、ステッ

プ１から３までに分かれており、取り組み状況を確

認できるチェックシートとしても活用できる。

◆環境管理委員会（市役所内部の推進体制）

　環境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ計

画的に推進するため、全庁横断的な組織として、副

市長を統括者とし部局長により構成する「環境管理

委員会」を設置している。この委員会で市内部の連

携及び取り組みの調整を図り、総合的に取り組みを

進める。

◆環境審議会（外部の調査・審議体制）

　環境の保全に関する基本的事項等について調査審

議するため、「会津若松市環境審議会」を設置して

いる。

　この環境審議会は、市民及び学識経験者等で構成

されており、市は、環境の状況及び環境の保全につ

いて、この環境審議会に対して諮問を行い、意見等

を求めていく。
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◆一般廃棄物処理基本計画(ごみ処理基本計画)

　一般廃棄物処理基本計画(以下「基本計画」)とは、

廃棄物処理法の規定に基づき、ごみの発生・排出抑

制と適正処理を進めるために必要となる基本的な考

え方や方向性を定めるものである。

　基本計画は平成 37年度を目標年度としており、社

会情勢の変化等も考慮した上で、概ね 5年で見直し

を実施することとしている。

(1)計画目標年度

　平成28年度から平成37年度までの10年間とする。

　なお、社会状況の変化や諸条件の変動があった場

合は、必要に応じ見直しを行う。

(2)基本方針

　ごみの減量化に向け、以下の基本方針により取り

組みを推進していく。

　　　　　　　　　　　     

　　　

　

(3)計画目標～ ごみを減らそう！ プロジェクト970  ～

　平成 22 年度を基準年とし、そこから生活系ごみを

20％、事業系ごみは30％の減量化を目指す。

※1. 人口変動の影響を最小限とするため、一人１日

あたりの量を基準とした。

※2. 東日本大震災の影響を勘案し、平成 22年度を

基準年度とした。

※3. 国の指針に基づき、統計指標を一部見直した。

(4)平成27年度の実績

  生活系のごみ収集は、最終処分施設の延命、さら

に資源の有効活用を図るため、7種 14分別収集を実

施している。

　原則としてステーション方式で収集する。各町内

会で定めた場所に「燃やせるごみ」「燃やせないご

み」「資源物」に分別し、「燃やせるごみ」「燃や

せないごみ」「古紙類」は「ごみステーション」

に、その他の「資源物」は「資源物専用ステーショ

ン」に排出する。「燃やせるごみ」「燃やせないご

み」は、透明または半透明の袋に入れてから排出す

る。（袋の容量は45ℓまで）

　収集回数については以下のとおり。

-121-

 清掃業務 清掃業務
一般廃棄物処理基本計画 ( ごみ処理基本計画 )

ごみ処理

① ２Ｒの推進
リデュース (発生抑制 )とリユース (再使用 )に力
を入れ、ごみの発生抑制を実現することで３ R 運
動の更なる強化を目指す。
② 分別の徹底によるリサイクルの推進
リサイクルの推進により、ごみの最終処分量（埋
立て量）の減量化を図り、ひいては財政負担の軽
減と自然環境の保全を図る。
③ 相互理解の推進
市民一人ひとりが関心を持ち、日々の生活の中で実
践していくため、対話の機会を増やし、ごみ減量化
に向けた相互理解を深める。

① ２Ｒの推進
リデュース (発生抑制 )とリユース (再使用 )に力
を入れ、ごみの発生抑制を実現することで３ R 運
動の更なる強化を目指す。
② 分別の徹底によるリサイクルの推進
リサイクルの推進により、ごみの最終処分量（埋
立て量）の減量化を図り、ひいては財政負担の軽
減と自然環境の保全を図る。
③ 相互理解の推進
市民一人ひとりが関心を持ち、日々の生活の中で実
践していくため、対話の機会を増やし、ごみ減量化
に向けた相互理解を深める。

種　別 指　標 目 標 値

ごみの総排出量 一人１日あたりの排出量 1,222g 970g

生活系ごみ排出量（資源物を除く） 640g 480g

299g 200g

資源物総分別量 13,038t

平成22年度
実績

ごみの資源化・
最終処分量の削減

事業系ごみ排出量（資源物を除く）
一人１日あたり

13,000t以上

種　別 指　標

ごみの総排出量 一人１日あたりの排出量 1,276g 306g

生活系ごみ排出量（資源物を除く） 668g 188g

325g 125g

資源物総分別量 12,849t 151t

平成27年度
実績

目標値
との差

ごみの資源化・
最終処分量の削減

事業系ごみ排出量（資源物を除く）
一人１日あたり

分別区分
収集区域 収集頻度

７種

①　燃やせるごみ 全区域 週２回

②　燃やせないごみ

旧会津若松市

③スチール缶
旧会津若松市

④アルミ缶

⑤無色びん

⑥茶色びん

河東町
⑦その他びん

⑧ペットボトル

旧会津若松市

全区域 週１回

14分別

毎月1・3・5・6週

北会津町
真宮新町
河東町

毎月2・4週

③
か
ん
類

毎月1・3・5・6週

北会津町
真宮新町
河東町

毎月2・4週

④
び
ん
類

旧会津若松市
北会津町
真宮新町

毎月2・4週

毎月3・5週

⑤
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類

毎月1・3・5・6週

北会津町
真宮新町
河東町

毎月2・4週

⑨プラスチック製
　　　容器包装



　生活系ごみの収集運搬は市で、中間処理及び最終

処分は一部事務組合の会津若松地方広域市町村圏整

備組合環境センターで行っている。

　事業系ごみは、原則としてごみ排出事業者が許可

業者にその処理を委託するか処理施設まで直接搬入

する方式をとっている。

◆ごみ処理手数料

・生活系ごみ                           無料

・事業系ごみ（処理施設に搬入されたもの）

                 燃やせるもの 10㎏につき 80円

              燃やせないもの  〃      170 円

・犬ねこ等の死体処理     １体につき1,020円

                         (消費税を含む)

・犬ねこ等の死体収集     １回につき1,020円

　　（平成28年４月１日現在・消費税を含む）

◆ごみの収集・運搬

  ○ 生活系ごみ(中間処理施設への直接搬入分含む)

                                   （単位:㎏）

区 分 燃やせるごみ 燃やせないごみ 合  計

27年度 28,128,820 3,038,960 31,167,780

26年度 28,404,590 2,780,880 31,185,470

25年度 28,974,200 2,927,090 31,901,290

 ○事業系ごみ                      （単位:㎏）

区 分 燃やせるごみ 燃やせないごみ 合  計

27年度 14,744,190 33,670 14,777,860

26年度 14,564,240 87,710 14,651,950

25年度 14,873,420 178,520 15,051,940

 ○委託状況　　　　　　(平成28年 4月 1日現在)

区 分 燃やせるごみ 燃やせないごみ 資源物

業者数 3社 1社 3社

◆ごみステーション美化事業

   町内でごみステーションを新設又は改修した場合

に、4万円を限度として経費の半額の補助金を交付

する。

区分 件数 補助金交付額（円）

27年度 50 1,736,000

26年度 46 1,688,000

25年度 57 2,000,000

◆収集運搬器材（直営）(平成 28年 4月 1日現在)

車  種 積載量（㎏） 台数

パッカー車 2,000 2

ダンプカー 2,000 4

資源回収車 2,000 2

　給食生ごみの減量の取り組みのひとつとして、

平成23年度から、各給食施設から出される調理く

ずなどの生ごみを市内 2ヶ所の堆肥化処理施設で

リサイクルしている。

○平成27年度実績

指 標 実 績 値

処理量（㎏） 98,060

小中学生の1人1月あたり

給食生ごみの排出量(g)
898
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給食施設生ごみリサイクル事業

分別区分
収集区域 収集頻度

７種

⑩新聞紙 旧会津若松市 週１回

⑪雑誌・雑がみ

⑫ダンボール

河東町⑬紙製容器

⑭粗大ごみ 全区域 週１回

14分別

⑥
古
紙
類

北会津町
真宮新町

毎月2・4週

毎月1・3・5週

⑦粗大
ごみ



　

　し尿くみ取りは、北会津町、真宮新町及び河東

町の地域では市が許可した民間業者（許可業者）

が実施し、その他の地域では民間業者へ委託し実

施している。し尿くみ取り後は、会津若松地方広

域市町村圏整備組合で処理している。

◆北会津町、真宮新町及び河東町

　許可業者が申込み受付し、随時、くみ取りを行っ

ている。くみ取り料金は、許可業者が利用者から直

接徴収している。

  ○北会津町、真宮新町のし尿くみ取り実施状況

区分
くみ取り量

（ℓ）

くみ取り件数

（件）

許可業者

（社）

27年度 1,245,600 2,543 2

26年度 1,278,000 2,716 2

25年度 1,436,400 3,000 2

  ○河東町のし尿くみ取り実施状況

区分
くみ取り量

（ℓ）

くみ取り件数

（件）

許可業者

（社）

27年度 2,478,600 4,236 2

26年度 2,577,800 4,539 2

25年度 2,848,500 4,618 2

◆その他の地域

　市が申込み受付し、原則、月１回の定期的くみ取

りを行っている。手数料について、一般家庭では世

帯人数に応じた「定額制」を、事業所等ではくみ取

り量に応じた「従量制」を基本とし、市が徴収して

いる。

   ○し尿くみ取り実施状況

区分
くみ取り量

（ℓ）

くみ取り件数

（件）

委託業者

（社）

27年度 17,116,200 57,858 2

26年度 17,181,000 59,926 2

25年度 17,780,400 63,730 2

○し尿くみ取り手数料(清掃手数料）

種別 区分 手数料

定額制 世帯員一人につき   610円

従量制
180ℓまで 1,460円

180ℓを超え18ℓごとに   140円

※ 平成28年 4月 1日現在の手数料

※ 金額は消費税を含む

※ 一般家庭の月2回目以降のくみ取りは従量制を適用
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し尿処理



　一般廃棄物処理基本計画におけるごみ排出量の削

減目標達成のため、ごみ減量化施策の取組を着実に

推進する。

　特に発生抑制・再使用に力を入れ、３キリ運動

（食材の「使いきり」「食べきり」「水きり」）及

びワークショップ、出前講座等による意識改革の施

策を優先的に推進し、併せて、リサイクルの各施策

を推進するとともに、市内事業者へのごみの適正処

理に係る啓発・指導を通じた事業系ごみの削減を図

ることにより、年間１人１日あたりのごみ排出量

970ｇ（平成37年度目標）を目指す。

◆学校向け・社会人向け出前講座

　ごみ減量やリサイクルの大切さを意識づけるた

め、市清掃指導員が小・中学校や町内会等へ出向き

「ごみ減量・リサイクル講座」を実施している。

　また、会津若松地方広域市町村圏整備組合環境セ

ンターの施設見学に訪れた小・中学生に対しても啓

発活動を行っている。

○平成27年度施設見学:23団体(うち小学校 19校)

○平成27年度出前講座：7件（うち小学校 0件）

◆資源物回収(集団回収)

   町内会、子供会等で市に登録した団体が資源物回

収（古紙、空缶、空瓶等）を実施した場合、回収量

に応じて奨励金（可燃物、不燃物とも 3円/㎏）を

交付している。

   また、市と協定を締結した業者が登録団体から資

源物を回収した場合には、特別奨励金（可燃物、不

燃物とも1円/㎏）を交付している。

　○平成27年度実施団体数：210団体

◆燃やせないごみからの有価物抽出事業

   収集された燃やせないごみ及び粗大ごみ(不燃)

を、会津若松再生資源協同組合に搬入し、金属類等

の有価物を抽出し、売却している。

　○平成27年度抽出量：830,260㎏

◆生ごみ処理機等設置費補助事業

   生ごみの減量を図るため、平成23年度から電動

式生ごみ処理機のほか、手動式や生ごみ処理容器

(コンポスト)等も設置費の補助対象品目に加えた。

　補助額は、設置費用の 2分の 1以内で、限度額は

生ごみ処理機が20,000円、生ごみ処理容器が 3,000

円としている。

　○平成27年度生ごみ処理機等補助実績

区分 補助件数

電動式生ごみ処理機 7基

生ごみ処理容器 13基

◆資源物保管庫設置費補助事業

   町内会、子供会等の資源物回収実施団体に対し、

資源物を一時的に保管できる場所として、また冬期

間における資源物回収促進策として、資源物保管庫

設置費の補助を行っている。補助額は設置費用の 2

分の1以内で、100,000円が限度。

　○総補助件数：65件（Ｈ 6～Ｈ 27）

◆リサイクルコーナー

   リユース(再使用)に関する市民の意識の高揚とご

みの減量を図るため、家庭内で眠っているものや不

用になったもので再利用が可能なものを、収集・展

示し、市民に無償で提供している。「リサイクル

コーナー」はごみ処理場内にあり、平日の午前９時

から午後４時まで開場している(12時から1時まで

昼休み)。１世帯につき月１点まで利用することが

できる。

  

   平成 7年度から、監視員制度を設け、16名の監

視員が担当地区を定期的に巡回し、不法投棄の防止

及び早期発見に努めている。

  

   平成６年度から、清潔で快適な生活環境を保全、

整備するとともに、良好なまちづくりを推進するた

め及び市民の自主的な環境美化への取り組みを支援

するため、市内 20地区に設立されている環境美化推

進協議会に対し補助金を交付しており、補助額は、

１地区15万円を限度額としている。

   また、市委嘱による 33名の生活環境保全推進員

が、担当地区を定期的に巡回し、ポイ捨て、犬ふん

放置等に対する指導、啓発活動等を行い、生活環境

の保全に努めている。
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　会津若松市斎場では火葬業務はもとより、装具の

貸し出しや霊柩自動車の運行なども行っている。

敷  地
面  積

斎場2,866.10㎡、駐車場1,611㎡
        計  4,477.10㎡

建  物

告別ﾎｰﾙ、炉前ﾎｰﾙ、収骨ﾎｰﾙ、待合ﾎｰﾙ、
待合室4部屋、事務室、作業室など、
　　　　計　1,241.23㎡

火葬炉 普通炉4基、大型炉2基、汚物炉1基

駐車場 収容台数46台

　

◆利用状況

区 分
27年度 26年度 25年度

市内 市外 市内 市外 市内 市外

大 人 1,484 446 1,458 500 1,444 565

小 人 3 1 6 3 2 0

死産児 26 6 16 9 15 9

産汚物
（臓器含む）

81 62 87 67 96 64

合 計 2,109 2,146 2,186

◆使用料                (平成28年 4月 1日現在)

 ●火葬炉

区   分
本市に住所

を有する者

本市に住所

を有しない者

大人(12歳以上) 5,000円 40,000円

小人(12歳未満) 3,000円 24,000円

死    産    児 1,800円 16,000円

産汚物(産婦 1 人分) 300円 2,000円

  ●葬具（一式使用の場合）

区  分
大人用

(12歳以上)

小人用

(4～11歳)

幼児用

(4歳未満)

大 型
市内 16,200円  14,040円 11,880円

市外 24,300円  21,060円 17,820円

中 型
市内 15,120円  12,960円 10,800円

市外 22,680円  19,440円 16,200円

団地型
市内 14,040円  11,880円  9,720円

市外 21,060円  17,820円 14,580円

 ※ 使用日数は、祭壇7日以内、喪服3日以内

 ●霊柩自動車

・ 故人が市民の場合のみ利用できる

  （市民以外の場合は利用できない）

・ 運行区域は市内　・ 料金は無料

◆事業の概要

総 面 積
236,000㎡  (S47.11.21 都市計

画決定)

事業面積
79,000㎡ (S48.5.1 都市計画事

業認可決定時)

着工年度
用地買収  昭和39年度
墓地造成  昭和57年度

◆施設の概要      　

供用面積 89,100㎡

造成区画数 3,071区画

事業費

総額         683,999,869円
墓地造成工事 302,591,860円
      (昭和57～平成18年度)

公園施設 広場、園路

管理施設 管理棟､駐車場、四阿、園灯

給水施設 水飲場（７ヶ所）

◆永代使用料及び管理料  (平成28年 4月 1日現在)

永代使用料 １区画(4㎡)　　　   140,000円

管  理  料 １区画(4㎡)年額　　　 5,160円

◆施設の概要

造成区画数 148区画(うち市有墓地1)

管理施設 駐車場、四阿

給水施設 水飲場（1ヶ所）

◆永代使用料及び管理料  (平成28年 4月 1日現在)

永代使用料 １区画(4㎡)　　　 120,000円

管　理　料 １区画(4㎡)年額　　 2,160円
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◆施設の概要

造成区画数 144区画(うち市有墓地2)

管理施設 駐車場、トイレ、ブランコ

給水施設 水飲場（1ヶ所）

◆永代使用料及び管理料  (平成28年 4月 1日現在)

永代使用料

A区画(4.50㎡)       45,000円

B区画(5.20㎡)       52,000円

C区画(5.94㎡)       59,400円

D区画(8.40㎡)       84,000円

管　理　料

A区画(4.50㎡)年額  　1,845円

B区画(5.20㎡)年額 　 2,132円

C区画(5.94㎡)年額 　 2,435円

D区画(8.40㎡)年額 　 3,444円

◆施設の概要

造成区画数 361区画(うち市有墓地２)

管理施設 駐車場、トイレ、四阿

給水施設 水飲場（１ヶ所）

◆永代使用料及び管理料  (平成28年 4月 1日現在)

永代使用料

A区画(4.50㎡)      216,000円

B区画(6.00㎡)      288,000円

C区画(9.00㎡)      432,000円

管理料

A区画(4.50㎡)年額 　4,590円

B区画(6.00㎡)年額 　6,120円

C区画(9.00㎡)年額　 9,180円

市営墓地の残数減少の補完及び核家族化や少子

高齢化など、多様化する現代の墓地への要望に応

えるため、大塚山納骨堂を設置した。

◆施設の概要

面  積 敷地面積5,181.70㎡
床 面 積　 197.20㎡    

建  物
構造：鉄筋コンクリート造（一部鉄骨）
主な施設：礼拝室、納骨室、参拝所ほか

収蔵数
期限付納骨壇　600基

永年合葬室　　900基

竣工 平成21年 3月

◆使用料                (平成28年 4月 1日現在)

期限付納骨壇 87,420円（一体）

永年合葬室 51,420円（一体）

　生前登録

(永年合葬室）
51,420円（お一人）

※　管理料はなし。　
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　地域福祉計画は、誰もが安心して暮らせるための

地域社会の実現に向けて、地域で何らかの支援を必

要とする人への支援や、地域の生活課題等を解決す

るために必要な仕組みづくりを、地域の多様な主体

が連携して推進するための指針となる計画です。

　また、社会福祉法人会津若松市社会福祉協議会に

おいても、住民主体の地域福祉活動の推進を図るた

めの地域福祉活動計画を策定しており、両計画の連

携により、一体的な本市の地域福祉の推進を図って

いきます。

「誰もが安心して暮らせるよう地域で支え合う

あいづわかまつ」

　①地域福祉の主役は地域で生活する市民一人ひと

　　りであることを意識する

　②生活の場の広がり（生活する範囲）について考

　　える

　③地域が抱える生活課題・福祉課題について認識

　　する

　④地域特有の取り組み（地域資源）を把握する

　⑤地域福祉活動を行うための仕組みづくりを考え

　　る

　⑥地域福祉活動を行う多様な主体が相互理解を深

　　める

 
基本目標１　地域福祉の理解を深め、担い手を育て

　　　　　　る地域づくり

（基本施策）①地域福祉の理解促進及び福祉の心の

　　　　　　　育成

　　　　　　②地域活動の担い手の育成と人材育成

　　　　　　　への支援

　　　　　　③若者が参加しやすい環境づくり

基本目標２　地域の中での支え合い、助け合いが

　　　　　　ある地域づくり

（基本施策）①地域福祉活動への参加の促進

　　　　　　②市民協働による取り組みの推進

基本目標３　いつまでも安心、安全に暮らせる地域

　　　　　　づくり

（基本施策）①地域の活動拠点づくり

　　　　　　②災害時避難行動要支援者への見守り

　　　　　　　等の日常的な支援

　　　　　　③生活支援に係る情報提供体制の充実

　　　　　　④子育てにやさしい環境づくり

　　　　　　⑤高齢者が安心して生活できる地域づ

　　　　　　　くり

　　　　　　⑥障がい者（児）への理解促進と共生

　　　　　　　の地域づくり

　　　　　　⑦生活困窮者の自立に向けた支援

　　　　　　⑧安心安全なまちづくり

基本目標４　健康でずっといきいき暮らせる地域づ

　　　　　　くり

（基本施策）①健康づくりの推進

　　　　　　②地域医療体制の充実

基本目標５　福祉サービスの充実した地域づくり

（基本施策）①福祉サービスを利用しやすい環境づ

　　　　　　　くり　　　　　　

　　　　　　②相談体制の充実・強化

　　　　　　③利用者主体の福祉サービスの実現

１　地域福祉活動の基盤となる地域の仕組み

　　づくりの推進

２　災害時避難行動要支援者に対する日常的な

　　見守り体制

３　生活困窮者自立支援の取り組み

 
 平成28年度～平成32年度（５年間）

　①地域の多様な主体の役割分担の考え方

　　基本施策の展開にあたり、市民、地域の各種団

体、行政、社会福祉関係団体等の役割分担の考え

方を記載しています。

　②地域課題の解決に向けた協議の場づくり

　　地域の生活課題等を解決し、誰もが安心して暮

らせるような地域の実現に向け、多様な主体によ

る協議を行いながら、問題解決を図るための流れ

や考え方について記載しています。

-127-

 会津若松市地域福祉計画 会津若松市地域福祉計画

基本理念

基本目標と基本施策

計画期間
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重点的な取り組み

計画の特徴



■　基本理念

 高齢者がいきいきと暮らせる地域社会

 の実現
■　基本目標

国の方針に基づき、いわゆる「団塊の世代」の方が

75歳に到達する 2025年の社会に向けて、介護や支援

を必要とする方が可能な限り住み慣れた地域で生活を

継続することができるよう、「介護」「医療」「予

防」という専門的なサービスと、生活支援や福祉サー

ビスが連携しながら在宅の生活を支える「地域包括ケ

アシステム」の構築を目指します。

《 基本方針１ 元気で生きがいを持って暮らせるた

　 めの社会の構築》

　　

　　高齢者の生きがいづくりや社会参加の促進に係

　る様々な施策を、より積極的な介護予防事業とし

　て認識するとともに、高齢者が地域における各種

　社会活動に積極的に参加し、その能力を生かして

　就労する場や地域のために活躍できる機会の拡充

　を図ります。

　　また、生活習慣病の発症予防や重症化予防等の

　健康づくり事業を推進するとともに、高齢者が介

　護予防事業に参加するだけでなく、地域の中で生

　きがい・役割を持って生活できるような居場所と

　出番づくりなど、高齢者の主体的な健康づくり・

　介護予防活動を推進します。

⑴　生きがいづくりの推進

　①社会参加の促進

　　○高齢者の就労に対する支援

　　○老人クラブ活動への支援

　　○高齢者ボランティアの充実

　　○地域ふれあい事業の充実

　　○ふれあいセンター事業の充実

　②生涯学習の推進

　　○高齢者大学校「あいづわくわく学園」

　　○生涯学習活動への支援

　　　・ゆめ寺子屋

　　　・公民館の学習講座

　　　・スポーツ・レクリエーション活動の推進

　　○世代間交流の促進

　　○各種事業への参加促進

　③敬老事業の充実

　　○敬老会

　　○「老人の日・老人週間」児童作文募集

⑵　介護予防の推進

　①健康づくり事業の推進

　　○より良い生活習慣の獲得

　　○生活習慣病の発症予防と重症化予防

　　　・特定健康診査・特定保健指導

　　　・後期高齢者医療制度の被保険者に対する健

　　　　康診査

　　　・重症化予防事業

　②介護予防・自立支援の推進

　　○介護予防の普及啓発の推進

　　○要介護・要支援になるおそれがある高齢者の

　　　早期把握の推進

　　○地域における介護予防の推進　　　　　

《 基本方針２ 安心して住み慣れた地域で暮らすた

　 めの支援の充実》

　地域包括支援センターのさらなる周知と機能強化

を進めるとともに、高齢者の多様なニーズに対応し

た必要な保健、医療、福祉、介護等のサービスが切

れ目なく提供され、支援が必要な高齢者を地域全体

で見守り・支え合う支援体制の構築を目指します。

⑴　地域包括支援センターの充実

　①地域包括支援センター事業の推進

　　地域包括ケアシステム構築の中核機関である地

　域包括支援センターの機能強化と運営体制の充実

　を図ります。

　[地域包括支援センター]

圏域名 名　　称 小学校区域

若松

第１圏域

若松第１地域包

括支援センター

行仁・鶴城・

東山小学校区域

若松

第２圏域

若松第２地域包

括支援センター

謹教・城西・小

金井小学校区域

若松

第３圏域

若松第３地域包

括支援センター

門田・城南・

大戸小学校区域

若松

第４圏域

若松第４地域包

括支援センター

永和・神指・

城北・日新

小学校区域

若松

第５圏域

若松第５地域包

括支援センター

一箕・松長・湊

小学校区域

北会津圏域
北会津地域包括

支援センター

荒舘・川南

小学校区域

河東圏域
河東地域包括支

援センター

河東学園小学校

区域
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基本理念と基本目標
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　　○地域包括支援センター事業の推進

　　　・介護予防ケアマネジメント事業

　　　・総合相談支援・権利擁護事業

　　　・包括的・継続的ケアマネジメント支援事業

　　　・地域のネットワーク構築

　　○地域包括支援センターの機能強化のための取

　　　り組み

　　　・地域包括支援センターの広報・周知

　　　・地域包括支援センターの人員体制整備

　　　・地域包括支援センター職員のスキルアップ

　　　・市の支援体制の強化と役割分担の明確化

　　○地域包括支援センター運営部会の設置

⑵　支えあう地域づくりの推進

　①地域における高齢者の見守り・支援体制の充実

　　「地域福祉計画」とも連携を図りながら、高齢

　者の方が住み慣れた地域で、安心して生活できる

　よう、地域における高齢者の見守り、支えあう取

　り組みを推進します。

　　○地域における高齢者の見守り体制の充実

　　　・地域の組織や団体との連携

　　　・孤立死防止ネットワーク

　　○地域における高齢者支援の推進

　　　・ボランティアの充実

　　　・地域における除雪の支援

　　　・地域の民間事業所や商店等の活用の推進

　　　・外出支援施策の推進

　　　・地域ふれあい事業の推進　　

　　○交通安全・防犯・防災支援の推進

　　　・交通安全対策

　　　・悪質商法等からの被害防止対策

　　　・防災対策

⑶　認知症の人とその家族への支援の充実

　①認知症についての理解の促進

　　認知症の人とその家族が安心して生活するため、

　様々な機会を活用し認知症に関する正しい知識の

　普及啓発を推進します。

　　○認知症の正しい知識の普及啓発の推進

　　　・認知症サポーター養成講座

　　　・認知症サポーターステップアップ講座

　　　・認知症キャラバン・メイト支援

　　　・認知症地域支援ガイドの作成・配布

　　○認知症予防の推進

　②認知症地域支援体制の充実

　　認知症になっても本人の意思が尊重され、でき

　る限り住み慣れた地域での生活を継続するため、

　認知症地域支援推進員を配置し医療・介護・地域

　サポート等との連携強化により認知症地域支援体

　制の充実に努めます。

　　○認知症の早期発見・早期対応の充実

　　○関係機関との連携の強化

　　○認知症の人に対するサービス体制の充実と認

　　知症ケアの質の向上

　　○認知症の人と家族の地域交流・社会参加の推

　　進

　　○認知症の人を介護する家族への支援

　　○認知症ケアパスの作成と周知

　　○若年性認知症の人と家族への支援　　

⑷　生活支援体制の充実

　①生活支援施策の推進

　　ひとり暮らし高齢者や高齢者のみ世帯、家族介

　護者など、多様な高齢者の実態に合わせた生活支

　援を推進します。

　　○生活支援サービスの充実

　　　・緊急通報システム事業

　　　・訪問給食サービス事業

　　　・高齢者福祉相談員事業

　　　・高齢者自立支援短期入所事業

　　　・高齢者等世話付住宅（シルバーハウジン　

　　　グ）生活援助員派遣事業

　　　・はり、きゅう、マッサージ等施術所利用者

　　　助成事業

　　○生活環境の整備

　　　・住環境の整備

　　　・住宅改修支援事業

　　　・高齢者日常生活用具給付事業

　　　・養護老人ホーム入所措置

　　　・高齢者自立支援住宅改修助成事業

　　○家族介護者支援の充実

　　　・家族介護者交流会事業

　　　・寝たきり高齢者等おむつ等給付事業

　　　・車いすタクシー利用助成事業

　　　・家族介護慰労金支給事業

　②高齢者の権利を守る取り組みの推進

　　高齢者の権利を守るための相談・支援体制を強化

　するとともに、成年後見制度の活用推進や高齢者虐

　待防止対策の充実に取り組みます。　　　　

　　○権利擁護体制の充実

　　　・成年後見制度の普及・啓発

　　　・相談・支援体制

　　　・成年後見制度利用の推進

　　○高齢者虐待防止体制の充実

　　　・高齢者虐待防止に関する広報・啓発

　　　・高齢者虐待相談・支援の充実

　　　・地域における見守り体制の充実

　　　・支援体制の充実強化
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《 基本方針３ 円滑な介護保険制度の運営》

　高齢者には、さまざまな支援サービスが必要であ

ることから、必要なサービスが円滑に提供される体

制づくりを進めます。

⑴　介護保険サービスの質の向上

　①情報提供及び相談・支援体制の充実

　　必要な介護サービスに関する情報提供や相談・支

　援体制の拡充に取り組みます。

　　○情報提供の充実

　　○相談及び支援体制の充実

　②要介護・要支援認定体制の充実

　　認定調査及び審査・判定体制のより一層の強化を

　図り、適正で迅速な要介護認定の実施に努めます。

　　○要介護・要支援認定体制の充実

　　○認定調査員の資質向上を図るための研修の実施

　　○ケアマネジャーの資質の向上の取り組み

　③介護給付適正化の推進

　　介護サービスを必要とする人に対して、有効で適

　正なサービスを提供できる体制づくりに努めます。

　　○認定調査状況チェック

　　○ケアプランの点検

　　○住宅改修・福祉用具に関する調査

　　○医療情報との突合と縦覧点検

　　○介護給付費通知の送付

⑵　介護保険制度改正への対応

　①介護予防・日常生活支援総合事業の推進

　　地域包括ケアシステムの構築を図るため、介護予

　防や日常生活支援を担う多様なサービスの提供及び

　提供主体の確保を図り、平成 29年４月までに新た

　な総合事業へ移行します。

　②医療と介護の連携の推進

　　高齢者が安心して在宅療養ができるよう、会津

　若松医師会及び会津若松歯科医師会、会津薬剤師

　会等の関係団体と協力しながら、介護サービス事

　業者との連携を推進します。

⑶　介護サービス量の見込み

　　平成 27年度からの介護サービス量の見込みは、

本市の高齢者人口や要介護・要支援認定者数を推

計し、第５期計画期間中におけるサービスの利用

実績や、今後３年間に施設が整備される見込み等

を勘案しながら推計しました。

　①第６期介護保険料

　　○介護保険料の算定方法

　　　第６期介護保険事業計画期間（平成 27～29 

　　年度）における第１号被保険者保険料を算定す

　　るために、計画期間である３年間の介護給付

    費等を積算します。

　　　計画期間の高齢者人口や要介護・要支援認定

　　者数、介護サービス量の見込み等をもとに推計

　　した結果、今後３年間の介護給付費等は約336

　　億円と見込まれます。

　　　その費用を介護保険制度のルールにより分担

　　します。

　②第６期計画の介護保険料

　　これらを総合的に考慮し、平成 27年度から３

　年間の第６期介護保険料基準額は、

　　　年額 70,200円　（月額 5,850円）とします。

●平成27年度～29年度介護保険料

段階 区分 年額(円)

１ ・生活保護を受けている人

・老齢福祉年金を受けていて本人

及び世帯全員が市民税非課税の人

・本人及び世帯全員が市民税非課

税で、合計所得金額＋課税年金収

入額が 80万円以下の人

35,100 

軽減後 

31,600 

２ 本人及び世帯全員が市民税非課税

で、合計所得金額＋課税年金収入

額が 80万円を超えて 120万円以

下の人

42,100 

３ 本人及び世帯全員が市民税非課税

で、合計所得金額＋課税年金収入

額が 120万円を超える人

49,100 

４ 本人が市民税非課税及び合計所得

金額＋課税年金収入額が 80万円

以下で、世帯のだれかが市民税を

課税されている人

59,600 

５ 本人が市民税非課税で、世帯のだ

れかが市民税を課税されている人

70,200 

６ 本人が市民税を課税されていて、

合計所得金額が 120万円未満の人

80,700 

７ 本人が市民税を課税されていて、

合計所得金額が 190万円未満の人

91,200 

８ 本人が市民税を課税されていて、

合計所得金額が290万円未満の人

105,300 

９ 本人が市民税を課税されていて、

合計所得金額が 400万円未満の人

119,300 

１０ 本人が市民税を課税されていて、

合計所得金額が 400万円以上の人

133,300 
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⑴　総人口と高齢者数等（各年４月１日現在）

区 分
総人口

（Ａ）

65歳以上人口（Ｂ）

65～74歳 75歳以上

25年度 124,511 32,361 14,857 17,504

26年度 123,823 32,996 15,307 17,689

27年度 122,764 33,785 15,975 17,810

28年度 121,802 34,426 16,353 18,073

区 分
高齢化率

（Ｂ／Ａ）

認定者数

（Ｃ）

認 定 率

（Ｃ／Ｂ）

25年度 26.0% 6,699 20.7%

26年度 26.6% 6,877 20.8%

27年度 27.5% 7,050 20.9%

28年度 28.3% 7,202 20.9%

　※認定者数は各年４月末現在。

  ※認定者数には60～64歳の被保険者を含む。

⑵　要介護・要支援認定者数（各年４月末現在）

区分

平成 28年 平成 27年 平成 26年

人数

（人）

構成比

（％）

人数

（人）

構成比

（％）

人数

（人）

構成比

（％）

要支援 1 1,437 20.0 1,426 20.2 1,350 19.6

要支援2 996 13.8 984 14.0 930 13.5

要介護 1 1,452 20.2 1,344 19.1 1,314 19.1

要介護2 985 13.7 968 13.7 990 14.4

要介護 3 771 10.7 751 10.6 786 11.4

要介護 4 939 13.0 928 13.2 877 12.8

要介護5 622 8.6 649 9.2 630 9.2

合　計 7,202 100.0 7,050 100.0 6,877 100.0

⑶　サービス受給者数（各年４月末現在）。

（単位：人）

平成 28年平成 27年平成 26年

居宅サービス総数

（Ａ）
4,859 4,793 4,699

　　　要支援１ 780

　　　要支援２ 770

779

753

726

696

　　　要介護１ 1,150 1,036 1,014

　　　要介護２ 824 857 854

　　　要介護３ 555 536 593

　　　要介護４ 492 534 524

　　　要介護５ 288 298 292

施設サービス総数

（Ｂ）
1,180 1,056 1,088

　介護老人福祉施設 626 470 492

　介護老人保健施設 530 565 569

　介護療養型医療施設 24 21 27

総数（Ａ＋Ｂ） 6,039 5,849 5,787

　（※構成比）

居宅サービス 80.5% 81.9% 81.2%

施設サービス 19.5% 18.1% 18.8%

⑷　介護サービス等給付費（年間）

単位：千円

平成 27年度 平成 26年度 平成 25年度

居   宅
サービス

5,715,064 5,696,688 5,485,449

施   設
サービス

3,446,765 3,296,383 3,268,433

その他 592,260 535,178 522,427

合  計 9,754,089 9,528,249 9,276,309

※その他には、高額介護（高額医療合算介護）サー

　ビス等諸費、特定入所者介護サービス費、審査支

　払手数料を含む。

-131-

介護保険制度の運営状況



　本市においては、平成28年４月１日現在の高齢化

率が28.3％となり全国平均より先行している状況に

あることから、総合的な高齢社会対策の推進が求め

られています。

　さらに、65歳以上の高齢者人口の増加と合わせて、

高齢者世帯やひとり暮らし高齢者、認知症高齢者の

増加も見込まれています。

  このような状況を踏まえ、市では、介護保険事業

計画と一体的に策定した『高齢者福祉計画』に基づ

き、多様なニーズに対応した福祉サービス等を総合

的に提供し、高齢者の誰もが尊重され、住み慣れた

地域で心身ともに健康で自立した生活が送れるよう

支援しています。

◆高齢者人口の推移 　　　 (各年４月１日現在)

区      分 28年度 27年度 26年度

総  人  口   (人) 121,802 122,764 123,823

60歳以上

65歳未満

人口(人) 9,086 9,451 9,875

比率(％) 7.5 7.7 8.0

65歳以上
人口(人) 34,426 33,785 32,996

比率(％) 28.3 27.5 26.6

75歳以上

（再掲）

人口(人) 18,073 17,810 17,689

比率(％) 14.8 14.5 14.3

※ 住民基本台帳

◆ひとり暮し高齢者の推移（各年４月１日現在）

区      分 28年 27年 26年

ひとり暮し高齢者 2,768 2,814 2,858

　　　　　　　　　　　※　民生委員からの報告数

◆老人日常生活用具給付等事業

　概ね65歳以上の高齢者等に対し、電磁調理器、火

災警報器、自動消火器など日常生活用具の給付を

行っています。

 ○実施状況

区      分 27年度 26年度 25年度

延 利 用 者 (人) 43 16 18

内
　
　
訳

電磁調理器 1 2 3

火災警報器 26 5 6

自動消火器 16 9 9

◆高齢者はり､きゅう､マッサージ等施術所利用

　者助成事業
　本市に居住する 75歳以上の高齢者がはり、きゅ

う、マッサージ等の施術を受けた場合、その費用の

一部(800 円)を助成し、健康の保持増進を図ってい

ます。

 ○実施状況                        

区      分 27年度 26年度 25年度

給付者数   (人) 245 278 290

延利用者数 (人) 410 460 467

延利用枚数 (枚) 693 762 779

◆緊急通報システム事業

　本市に居住する概ね 65歳以上のひとり暮し高齢

者及びひとり暮しの重度身体障がい者に対し、緊急

通報装置を貸与することにより、日常生活における

不安解消を図っています。

○実施状況

区      分 27年度 26年度 25年度

利用者数   (人) 539 553 578

◆訪問給食サービス事業
　本市に居住する概ね65歳以上のひとり暮し高齢者

にバランスのとれた食事を配食するとともに、安否

確認を行っています。

○実施状況                       

区      分 27年度 26年度 25年度

実利用者数(人) 164 156 187

実 食 数  (食) 22,819 25,139 25,926

◆高齢者等世話付住宅（シルバーハウジング）
生活援助員派遣事業

　公営住宅（県御旗町、市片柳及び南花畑 53戸）

の高齢者及び身体障がい者世帯向け住宅の入居者に

対し、生活指導、相談、安否確認、緊急時の対応、

一時的家事援助等を提供する生活援助員を派遣し、

入居高齢者等の安全かつ快適な生活を支援していま

す。

○実施状況                       

区      分 27年度 26年度 25年度
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延派遣回数(回) 3,769 3,872 3,823

◆高齢者自立支援住宅改修助成事業

　介護保険要介護認定で「非該当(自立)」と認定さ

れた65歳以上の高齢者（生計中心者が非課税）が、

要介護状態になることを予防するために行う住宅改

修に要する経費についてその９割を、18万円を限度

に助成しています。

○実施状況                       

区      分 27年度 26年度 25年度

件　数　(件) 6 5 5

　助成額　(千円) 571 719 545

◆車いすタクシー利用助成事業

　歩行が困難な 65歳以上の高齢者（身体障害者手帳

1、2級、精神障害者手帳、療育手帳の交付を受けて

いない方で、かつ、自動車税、軽自動車税の減免を

受けていない方。）が、車いすタクシーを利用した

場合、その費用の一部(1ヶ月あたり4,000円)を助成

しています。

○実施状況                       

区      分 27年度 26年度 25年度

給付者数　(人) 340 318 272

　助成額　(千円) 3,480 3,223 2,542

◆老人クラブ

　老後の生活を健康で豊かなものとするため、教養

活動及びレクリエーション活動等を展開している単

位老人クラブに対して助成金を交付しています。

○助成額

区      分 27年度 26年度 25年度

ク  ラ  ブ  数 67 66 65

会  員  数   (人) 3,155 3,245 3,258

助  成  額 (千円) 2,412 2,376 2,340

連合会助成額(千円) 2,927 2,927 2,927

◆高齢者作品展

　高齢者が豊かな経験と知識を生かして制作した作

品を展示し、広く市民に高齢者の能力を理解しても

らうとともに、高齢者の生きがいづくりに努めてい

ます。

○実施状況

区      分 27年度 26年度 25年度

出品者数(人) 669(15) 447(24) 214(40)

出品点数(点) 446(38) 360(43) 456(79)

　※()内は大熊町老人クラブの出品に係る内数。

◆敬老事業

　本市に居住する75歳以上の高齢者を敬老会に招待

し記念品を贈呈、さらに、81歳以上の高齢者に対し

ては敬老祝金を贈呈しその長寿をお祝いしています。

○敬老会･敬老祝金支給状況

区      分 27年度 26年度 25年度

敬老会招待者数(人) 18,104 17,874 17,729

祝金受給者数  (人) 9,904 9,752 9,484

祝金支給額 (千円) 49,520 48,760 47,420

 ○100歳賀寿

区      分 27年度 26年度 25年度

贈呈者数（人） 19 29 29
 

◆高齢者大学校「あいづわくわく学園」

　平成３年７月に開校、平成２３年４月からは（社

福）市社会福祉協議会との共催により事業を展開し

ています。

　60歳以上の方を対象とし、一般・専攻・研究の各

課程それぞれ 50名（定員）が精力的な学習活動を

行っています。

○学習内容

　・一般課程　教養講座とグループ学習

　・専攻課程　会津の歴史を学ぶ現地学習

　・研究課程　一般課程、専攻課程で習得した知識、

　　　経験を活かした実践学習

　・クラブ活動　３課程合同による趣味の活動

○学習方針

　興味のもてる幅広い分野の講座を選定するととも

に、世代間交流などの体験学習を通しながら学園生

の自主性を重視しています。

◆ゆめ寺子屋

　高齢者の生きがいづくりと健康づくり、さらには

ボランティア活動等の社会活動への参加を促進する

ため、平成９年10月に開校(平成11年度より市単独

事業)、平成 23年４月からは（社福）市社会福祉協

議会との共催により事業を展開しています。
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  60 歳以上の方を対象とし、年間約 20回の講演会

講座及びスポーツレクリエーション講座の受講を中

心とした活動を通して幅広い教養を身につけるとと

もに、スポーツ・レクリェーション、老化防止のた

めの運動等に取り組んでいます。

　受講期間は、10カ月（６月～翌年３月）で定員は

450名。

◆養護老人ホーム

　経済的または環境的な理由で養護を受けることが

困難な65歳以上の方が入所し、必要な養護のもとに

生活をしています。

　入所決定は、老人ホーム入所判定委員会の要否判

定後、福祉事務所が行います。また、本人の所得ま

たは扶養義務者の課税の状況に応じ費用負担があり

ます。

○入所の状況(各年度３月31日現在）  (単位：人)

区      分 27年度 26年度 25年度

市内 会津長寿園 135 134 131

市外
鮮雲荘 15 15 21

緑光園 3 3 3

合      計 153 152 155

◆デイサービスセンター

施設名 指定管理者

片　柳ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ （社福）博愛会

南花畑ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ （社福）白百合会

北会津ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ （社福）市社会福祉協議会

◆施設への助成 (平成27年度)

施設名 助成内容
 金額

(千円)

枝雪零苑
建設に係る借入金償

還に対する補助
47,074

絆
建設に係る借入金償

還に対する補助
22,208

会津敬愛苑
建設に係る借入金償

還に対する補助
18,203

気生苑
建設に係る借入償還

金利子に対する補助
6,853

エルムホーム
建設に係る借入償還

金利子に対する補助
17

　健康で意欲のある高齢者に対する就業機会を確保

するため、公益社団法人会津若松市シルバー人材セ

ンターが果たすべき役割は重要であり、大きな期待

が寄せられています。

◆年齢別会員数     （平成28年３月31日現在）

区      分 男 女 　計

59歳以下 0 0 0

60～64歳 27 20 47

65～69歳 107 46 153

70～74歳 119 47 166

75～79歳 76 31 107

80歳以上 49 8 57

合  計 378 152 530

◆事業実績の推移   

区      分 27年度 26年度 25年度

受注

件数

公　共 71 88 95

民　間 5,410 5,403 5,703

計 5,481 5,491 5,798

契約金額 (千円) 214,353 212,285 248,366

配分金   (千円) 182,182 180,816 212,364

事務費等 (千円) 32,171 31,469 36,002

会員数    (人) 530 548 606

就業延人員(人) 49,473 50,515 58,866

就業率    (％) 87.8 85.2 89.8

 ※ 事務費等は、事務費及び材料費の合計。

 ※ 就業延人員で多いのは、一般作業群（除草、清

掃等）、管理群（駐車場整理、公園管理等）、

サービス群（福祉、家事援助等）、技能群（庭

木剪定、雪囲い、襖・障子張り等）の順であ

り、配分金額では、管理群、 一般作業群、技能

群、 サービス群の順となっています。　

-134-

老人福祉施設

シルバー人材センター



　要支援、要介護認定を受けていない、地域のすべ

ての高齢者を対象に、要介護状態にならないよう、

各種事業を実施し介護予防を推進します。

◆地域包括支援センター

   高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせるよう

に、7ケ所に設置した地域包括支援センターで、さ

まざまな相談や介護状態にならないための事業及び

虐待等から高齢者を守る権利擁護事業などを、保健

師、社会福祉士、主任ケアマネージャー等の専門職

がチームとなって支援します。

  ○実施状況

区      分 27年度 26年度 25年度

電 話 相 談（件） 17,974 18,390 18,524

来 所 相 談（件） 2,459 3,780 3,855

訪 問 相 談（件） 25,162 24,666 24,138

延相談件数（件） 45,595 46,836 46,517

◆二次予防事業
   基本チェックリストの結果などから、今後要支援

や要介護状態になる可能性の高い方を対象に、運動

機能向上事業、栄養改善・口腔機能向上事業等を実

施し、生活機能の維持改善を図ります。

　○実施状況

　区      分 27年度 26年度 25年度

参加者 (人) 218 401 374

内
　
訳

運動機能向上事業 218 263 240

　栄養改善・

口腔機能向上事業
－ 138 134

◆一次予防事業

   すべての高齢者を対象に、介護予防に関する知識

の普及啓発やボランティア等の人材育成のための研

修等を実施します。

事業名 27年度実施状況 26年度実施状況

介護予防教室 375回 6,194名 334回 5,865名

介護予防講座 113回 2,094名 109回 2,054名

ふれあい事業 69地区 64地区

認知症予防教室 38名 76名

認知症ｻﾎﾟｰﾀｰ養

成講座
54回 1,517名養成 30回 900名養成

◆任意事業等

【 家族介護者交流会事業 】

   高齢者を介護している家族に、介護の方法や介護

予防等の知識や技術の習得、介護者間の情報交換及

び交流の場を設け、介護者の負担軽減を図ります。

 区      分 27年度 26年度 25年度

参加者 (人) 236 190 169

 【 寝たきり高齢者等紙おむつ等給付事業 】

   寝たきりの高齢者等に対し、紙おむつ等の購入費

の一部を助成し、在宅生活を支援します。

区      分 27年度 26年度 25年度

給付者 (人) 999 1,006 929

【 家族介護慰労金支給事業 】

   介護保険サービスを利用せずに重度の要介護者を

在宅で介護している家族に対し、慰労金を支給しま

す。

 区      分 27年度 26年度 25年度

該当者 (世帯) 1 1 1

【 成年後見制度利用支援事業 】

　　判断能力が不十分な認知症高齢者等が、親族によ

る申し立てが困難な場合など、市長が申し立てを

行い、本人の福祉の増進を図ります。

区      分 27年度 26年度 25年度

申立者 (人) 16 25 22

利用決定者 (人) 16 22 22

【 高齢者福祉相談員事業 】

　　一人暮らしの高齢者等に対し、友愛訪問を通し

 て、安否の確認や生活相談などを行う高齢者福祉相

 談員を設置し、高齢者の方の精神的孤独感の解消と

 健全で安らかな生活が営まれるよう努めています。

区      分 27年度 26年度 25年度

相談員数 (人) 52 52 52

訪問対象世帯(世帯) 2,814 2,902 2,906

訪問件数 (件) 26,663 28,471 29,130

-135-

 地域支援事業 地域支援事業
概　要

主な事業



「障がいのある人もない人も、お互いに人格と個性

を尊重し合い、人としての尊厳が守られ、共に生き

ることのできる地域社会の実現」

 
「障がい者が、ライフステージに応じて、合理的

配慮のもと、主体的に自らの生き方を決定し、自

己実現できる会津若松市を目指す」

①合理的配慮の推進

合理的配慮の視点から障がい者の権利を擁護

し、ソフト・ハード両面でのバリアフリーやユ

ニバーサルデザインの推進に取り組む。また、

社会全体で障がいに応じた合理的配慮が行われ

るよう市民や事業者などへの啓発に取り組む。

②地域で支え合える関係づくり

　　　 災害時に援護が必要な人の名簿等を支援者で

共有し、災害が発生した際の安否確認等が地域

で迅速に行われるような支援体制づくりに取り

組む。

　③自己実現を可能とする活動の推進

　　　 障がい者がスポーツや文化芸術活動を楽しむ

ことができるような環境づくりに取り組む。

　④雇用・就業の促進

　　　 障がい者が生きがいを持って働くことができ

るような仕組みづくりに取り組む。また、障が

い者が職業能力を向上させるための訓練や実習

等を受けられる機会をつくる。

　⑤障がいのある子どもへの支援の充実

　　　 関係機関と連携して、障がいや発達に課題の

ある子どもを早期に発見し、充実した療育が受

けられる仕組みづくりに取り組む。また、乳幼

児期から青年期まで成長過程に応じた支援を受

けることができる仕組みづくりに取り組む。

　⑥地域生活支援の充実

　　　 障がい福祉サービスを利用する全ての人が、

相談支援事業所でサービスの調整や利用計画の

作成等の支援を受けながら、地域の中で適切な

サービスを利用できるように努める。

地域自立支援協議会を中心に、市民協働で次の

6つの仕組みづくりに取り組む。

①障がい理解の仕組みづくり

障がい者が地域で当たり前に暮らしていける

よう、市民の障がい・障がい者理解を深める仕

組みを構築する。

②地域で支え合う仕組みづくり

　 　 災害への備えなど、地域における福祉力の向

上により、身近な地域での見守りや支え合いが

行われるような仕組みを構築する。

③活動支援の仕組み

障がい者が気軽にまちに出かけ、余暇を楽し

むために必要な支援体制の仕組みを構築する。

④一般就労に向けた仕組みづくり

一般就労を希望する障がい者が、能力に応じ

て働きの場や機会を得られ、安心して働き続け

ることができるような支援体制の仕組みを構築

する。

⑤成長過程に応じた一貫した支援の仕組みづ

　くり

　 　 障がいのある子どもが健やかに成長できるよ

う、乳幼児期から卒業後まで切れ目のない一貫

した支援を行うための仕組みを構築する。

⑥横断的な支援の仕組みづくり

重い障がいがあっても地域で暮らし続けるこ

とができるよう、医療・保健等の分野における

多職種の関係機関が課題を共有しながら連携し、

障がい者を支援する仕組みを構築する。

 
◆障がい者計画

  　 平成24年度～平成29年度（6年間）

◆第4期障がい福祉計画

　　 平成27年度～平成29年度（3年間）

　　計画は庁内及び庁外の組織により推進する。

　●会津若松市障がい者計画・障がい福祉計画庁内

　  連絡調整会議(関係課長による組織)

　●会津若松市地域自立支援協議会(保健・医療・ 

    福祉・教育・経済・地域団体等による組織)
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基　本　目　標

基　本　方　針

計　画　期　間

計画の推進体制

市民協働での仕組みづくり



　障害者自立支援法が改正され、平成 25年 4月から障

害者総合支援法が施行された。障がいの種別（身体障が

い、知的障がい、精神障がい､難病等）にかかわらず、

障がいのある人が必要なサービスを利用できるよう利用

するための仕組みを一元化している。支援システムは、

自立支援給付と地域生活支援事業で構成されている。

　自立支援給付は利用者個人に支給される個別給付であ

り、障がい福祉サービス・相談支援・自立支援医療・補

装具費で構成されている。

◆訪問系サービス

（居宅介護、重度訪問介護、行動援護、重度障害

者等包括支援、同行援護)

日常生活に支障のある障がい者が安心して在宅生

活を送ることができるよう、入浴、排せつ、食事等

の介護や外出時における移動支援またはこれらの複

数のサービスを包括的に行う。

　○利用状況     　

区分

平成27年度 平成26年度 平成25年度

利用

者数

(人)

支給額

 (千円)

利用

者数

(人)

支給額

 (千円)

利用

者数

(人)

支給額

 (千円)

居宅介護 191 74,977 180 62,230 185 60,656

重度訪問介護 11 50,488 10 48,718 10 42,116

行動援護 14 2,466 13 3,535 13 3,513
重度障害者

等包括支援
0 － 0 － 0 －

同行援護 40 8,130 37 7,864 35 6,067

◆短期入所

　 自宅において介護者が病気の場合などに、短期間、夜

間も含め施設で入浴、排せつ、食事の介護等を行う。

  ○利用状況

区   分 27年度 26年度 25年度

利用者数(人) 57 53 50

延べ利用日数(日) 1,568 1,471 1,468

支給額(千円) 11,869 11,283 11,256

◆共同生活援助（グループホーム）

　主として夜間や休日、共同生活を行う住居で、相

談や日常生活の援助を行う。

  ○利用状況

区   分 27年度 26年度 25年度

利用者数(人) 150 139 103

支給額(千円) 134,973 114,847 81,203

◆共同生活介護（ケアホーム）（※参考）

夜間や休日、共同生活を行う住居で、入浴、排泄、

食事の介護等を行う。（平成 26年度から共同生活援

助に一元化・平成 26年度は平成 26年 3月のみの実

績。）

 ○利用状況

区   分 - 26年度 25年度

利用者数(人) - 21 22

支給額(千円) - 2,094 24,892

◆施設入所支援

　 常時介護を必要とする人に、施設において夜間や

 休日の居住の場を提供する。  

　○利用状況

区   分 27年度 26年度 25年度

利用者数(人) 132 138 143

支給額(千円) 152,842 148,574 134,713

◆療養介護

　医療と常時介護を必要とする障がい者に、医療機

関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常

生活の世話を行う。

  ○利用状況

区   分 27年度 26年度 25年度

利用者数(人) 15 15 15

支給額(千円) 55,226 58,903 58,504

◆生活介護

 　常時介護を必要とする人に昼間、入浴、排せつ、

食事の介護を行うとともに、創作的活動または生産

活動の機会を提供する。

  ○利用状況

区   分 27年度 26年度 25年度

利用者数(人) 252 245 236

利用延べ日数(日) 52,476 55,534 49,357

支給額(千円) 464,149 453,031 411,953

◆就労継続支援Ａ型

一般企業等での就労が困難な人に、原則、雇用契

約（最低賃金を保証）に基づいて、就労機会の提供

をするとともに、知識及び能力の向上のために必要

な訓練を行う。

  ○利用状況

区   分 27年度 26年度 25年度

利用者数(人) 45 37 20

支給額(千円) 47,450 34,612 17,655
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◆就労継続支援Ｂ型

一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供

するとともに知識及び能力の向上のために必要な訓

練を行う。

　○利用状況

区   分 27年度 26年度 25年度

利用者数(人) 310 300 283

支給額(千円) 371,259 346,445 320,199

◆就労移行支援

一般企業等への就労を希望し、なおかつ就労が可

能と見込まれる人に、一定期間、就労に必要な知識

及び能力の向上のために必要な訓練を行う。

  ○利用状況

区   分 27年度 26年度 25年度

利用者数(人) 25 25 19

支給額(千円) 16,480 19,773 12,035

◆自立訓練

自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一

定期間は生活能力の向上のために必要な訓練を行う。

  ○利用状況

区   分 27年度 26年度 25年度

利用者数(人) 31 34 35

支給額(千円) 18,258 21,569 27,556

◆計画相談支援

   障がい福祉サービス利用者に相談支援専門員が

 利用計画の作成やサービスの調整等を行う。

  ○利用状況

区   分 27年度 26年度 25年度

利用者数(人) 463 270 179

支給額(千円) 40,552 18,502 14,652

◆地域移行支援

  障がい者支援施設に入所している人又は精神科病

院に入院している人に、地域生活に移行するための

支援を行う。（平成24年度法改正による新規サービス）

 ○利用状況

区   分 27年度 26年度 25年度

利用者数(人) 5 2 3

支給額(千円) 878 264 227

◆地域定着支援

   居宅において単身等で生活する人に対し、常時の

連絡体制を確保し、障がいの特性に起因して生じた

緊急の事態等に相談その他必要な支援を行う。（平

成24年度法改正による新規サービス）

 ○利用状況

区   分 27年度 26年度 25年度

利用者数(人) 0 0 0

支給額(千円) 0 0 0

◆自立支援医療

　 心身の障がい状態の軽減を図り、自立した日常生

活又は社会生活を営むために必要な医療費を支給す

る。

  ○更生医療┅身体障がい者を対象とし、障がいの軽

減除去を図る治療に必要な医療費を支給する。

区      分 27年度 26年度 25年度

腎臓機能
件数 1,919 1,795 1,682

金額(千円) 210,299 199,269 172,669

心臓機能
件数 8 14 8

金額(千円) 1,017 2,255 1,552

一  般
件数 55 48 88

金額(千円) 1,837 1,011 3,847

計
件数 1,990 1,857 1,778

金額(千円) 213,153 202,535 178,068

 ○育成医療┅身体障がい児又は疾病により障がいが

残ると認められる児童を対象とし、障がいの軽減除

去を図る治療に必要な医療費を支給。（平成 25 年度

から市福祉事務所が支給決定）

区  分 27年度 26年度 25年度

件　数 36 55 31

金額(千円) 1,251 1,219 1,706

 ○精神通院医療┅精神障がい者又は精神疾病により

治療が必要な人を対象とし、通院治療に必要な医療

費を支給する。

区   分 27年度 26年度 25年度

利用者数(人) 1,744 1,619 1,510

◆補装具費の支給

 身体障がい者及び身体障がい児等の身体機能を補

完・代替する用具（補装具）について、その購入又

は修理に要する経費の一部を支給する。

  ○支給実績

区  分 27年度 26年度 25年度

交付・修理件数(件) 276 285 271

事  業  費  (千円) 28,683 20,891 25,273
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　障がい者及び障がい児が、その有する能力や適性

に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むこと

ができるよう、障がい者のニーズを踏まえた各種事

業を効率的かつ効果的に実施し、障がい者等の福祉

の増進を図る。

◆障がい者支援センターカムカム

　相談支援・就業支援・ボランティア活動支援の各

機能を集約し、ワンストップの相談窓口として障が

い者支援センターカムカムを平成22年 7月に設置。

・場所　一箕町大字鶴賀字下柳原地内　　　　　

　　　　会津若松市ノーマライズ交流館パオパオ内

◆相談支援事業

　障がい者等からの相談に応じ、必要な情報提供や

援助を行うこと等により、障がい者等が地域での自

立した日常生活・社会生活を営めるよう支援を行う。

　○支援実績

区   分 27年度 26年度 25年度

支援件数 8,077 10,693 8,593

◆ガイドヘルパー派遣事業

社会生活に必要な外出又は余暇活動等の参加のた

めの外出をする際に、移動の介護が必要な障がい者

及び障がい児に対して移動の支援及び移動先での必

要な介助を行う。

 ○利用状況　　　　　　

区   分 27年度 26年度 25年度

個別

支援型

利用者数(人) 96 83 83

事業費(千円) 10,667 8,970 7,569

グループ

支援型

利用者数(人) 3 11 26

事業費(千円) 67 74 192

◆日常生活用具費助成事業

　 障がい者（児）の日常生活上の便宜を図るため、

　自立支援用具その他の日常生活用具の購入に要す

る費用を助成する。

  ○助成状況

区   分 27年度 26年度 25年度

助成件数(件) 2,307 2,274 2,129

事業費(千円) 24,482 25,772 21,571

◆意思疎通支援事業

聴覚、言語機能、音声機能その他の障がいのため

意思疎通を図ることに支障がある障がい者、障がい

児等について、社会生活上必要な意思の疎通を図る

ため、手話通訳者や要約筆記者等を派遣してコミュ

ニケーションの支援をする。　

○利用実績

区   分 27年度 26年度 25年度

専任手話

通訳者

手話通訳者数(人) 2 2 3

派遣延べ件数(件) 1,138 1,192 1,188

登録手話

通訳者

手話通訳者数(人) 24 25 25

派遣延べ件数(件) 247 252 293

◆訪問入浴サービス事業

　居宅で入浴することが困難な身体障がい者等に対

し、居宅に訪問し、入浴介助のサービスを行う。

  ○利用実績

区   分 27年度 26年度 25年度

派遣人数(件) 6 8 8

派遣回数(回) 556 777 772

◆地域活動支援センター

　障がい者の地域生活支援と社会参加の促進を図

るため、障がい者に通所による創作的活動又は生産

活動の場を提供する。

  ○利用実績

区   分 27年度 26年度 25年度

実施箇所数 3 3 3

利用延べ人数(人) 3,756 4,279 5,181

◆タイムケア事業

障がい者（児）の活動の場を確保するとともに、

家族の就労支援や休息の確保を図るため、一時的

な預かりを行う。

  ○利用実績

区   分 27年度 26年度 25年度

利用延べ回数(回) 1,958 2,941 4,039

◆身体障がい者用自動車改造費補助事業

下肢又は体幹機能障がいを有する身体障がい者

が就労等に伴い自動車を取得し、その自動車を改造

した場合、その経費の一部を補助する。（限度額

10万円）

  ○補助実績

区   分 27年度 26年度 25年度

対象者数(人) 2 1 4

補助額(千円) 177 100 400

◆身体障がい者用自動車運転免許取得費補助事業

下肢又は聴覚障がいを有する身体障がい者が運転

免許を取得したことに対し、取得費用の一部を補
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助する。（限度額10万円）

  

○補助実績

区   分 27年度 26年度 25年度

対象者数(人) 1 1 1

補助額(千円) 100 100 100

◆手話講習会・点字講習会の開催

障がい者に対する理解と認識を広めるために、市

民に対し手話及び点字の講習会を開催する。

  ○開催状況

区   分 27 年度 26年度 25 年度

手話講習会参加者数(人) 25 20 32

点字講習会参加者数(人) 8 11 9

◆生活サポート事業

　　障害者総合支援法による障害支援区分が非該当

　の方に日常生活や家事に対する必要な支援を行う。

  ○利用実績

区   分 27年度 26年度 25年度

利用者数(人) 2 7 9

利用延べ回数(回) 6 248 368

◆手話奉仕員養成事業

日常会話の手話表現技術を習得し、聴覚障がい者

との交流促進等を担う手話奉仕員を養成する。

  ○開催状況

区   分 27年度 26年度 25年度

受講者数(人) 8 6 8

◆福祉ホーム事業

家庭環境、住宅事情等の理由により、居宅にお

いて生活することが困難な障がい者に対し、低額

な料金で住まいの場を提供するとともに、日常生

活に必要な便宜を供与する。

  ○利用実績

区   分 27年度 26年度 25年度

対象者数(人) 3 2 3

◆余暇活動支援事業

障がい者の余暇時間の充実に資するイベントの

開催や、交流の場の運営を通して、主体的な余暇

活動を支援し、障がい者の社会参加を促進する。

○利用実績

区   分 27年度 26年度 25年度

延べ利用者数(人) 3,933 3,568 3,800

◆成年後見制度利用促進補助事業

　成年後見制度の利用に要する費用について補助

を受けなければ成年後見制度の利用が困難と認めら

れる障がい者につき、当該費用の全部又は一部の補

助を行う（平成25年度から事業開始）。

　○補助実績

区   分 27年度 26年度 25年度

対象者数(人) 1 1 1

補助額(千円) 240 312 150

　障害者自立支援法の改正により、平成 24年 4月から児

童福祉法に基づき障がい児支援を実施している。身近な地

域における支援の充実を目的に複数の事業が創設された。

◆児童発達支援

　未就学の障がい児を対象に、日常生活における基

本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への

適応訓練、その他必要な支援を行う。

 ○利用状況

区   分 27年度 26年度 25年度

利用者数(人) 64 61 58

利用延べ回数(回) 3,461 3,960 2,762

支給額(千円) 28,760 28,253 21,115

◆放課後等デイサービス

　就学している障がい児を対象に、放課後又は休業

中に、生活能力の向上のために必要な訓練、社会と

の交流の促進その他必要な支援を行う。

 ○利用状況

区   分 27年度 26年度 25年度

利用者数(人) 129 121 106

利用延べ回数(回) 11,006 10,568 7,709

支給額(千円) 84,167 71,435 51,978

◆保育所等訪問支援

　保育所その他の集団生活を営む施設に通う障がい

児を対象に、保育所等を訪問し集団生活への適応の

ための専門的な支援を行う。

○利用状況

区   分 27年度 26年度 25年度

利用者数(人) 9 2 0

利用延べ回数(回) 19 4 0

支給額(千円) 255 37 0

◆障がい児相談支援

   障がい児通所支援利用者に相談支援専門員が利用

計画の作成やサービスの調整等を行う。（平成 24年
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度法改正によりサービス利用計画作成から組み替

え）

○利用状況

区   分 27年度 26年度 25年度

利用者数(人) 108 78 46

支給額(千円) 10,805 8,736 4,318
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　障がい者やその家族の多様なニーズに対応した在

宅サービス等の各種施策の推進や障がい者の社会参

加を促進している。

身体障害者福祉法に基づき視覚、聴覚、平衡、音

声、言語機能、内部に障がいのある方及び肢体不自

由の方に身体障害者手帳を交付している。この手帳

所持者は、法令に定める支援等が受けられる。

◆身体障害者手帳交付者数

    　　　　　　（平成28年 4月１日現在）（人）

区分 視 覚
聴 覚

平 衡

音声言語

そしゃく

肢 体

不自由
内 部 計

1

級

18歳

未満
0 0 0 41 4 45

18歳

以上
153 21 1 743 1,296 2,214

計 153 21 1 784 1,300 2,259

2

級

18歳

未満
0 4 0 5 1 10

18歳

以上
108 122 0 690 16 936

計 108 126 0 695 17 946

3

級

18歳

未満
0 0 0 5 2 7

18歳

以上
27 67 51 850 442 1,437

計 27 67 51 855 444 1,444

4

級

18歳

未満
0 0 0 0 1 1

18歳

以上
30 185 24 1,230 444 1,913

計 30 185 24 1,230 445 1,914

5

級

18歳

未満
1 0 0 2 0 3

18歳

以上
41 2 0 437 0 480

計 42 2 0 439 0 483

6

級

18歳

未満
0 2 0 0 0 2

18歳

以上
48 275 0 187 0 510

計 48 277 0 187 0 512

合

計

18歳

未満
1 6 0 53 8 68

18歳

以上
407 672 76 4,137 2,198 7,490

計 408 678 76 4,190 2,206 7,558

※ 重複障がい者については､主たる障がいの区分に

　 計上

◆身体障がい者数の推移(4月 1日現在)（人）

区  分 平成27年 平成26年 平成25年

18歳未満 65 64 62

18歳以上 7,569 7,507 7,421

計 7,634 7,571 7,483

知的障がい者（児）に対して、一貫した相談、支

援が受けられるよう療育手帳を交付している。

◆療育手帳交付者数（平成28年 4月 1日現在)（人）

　区  分 Ａ（重度） Ｂ（中度・軽度） 計

18歳未満 54 263 317

18歳以上 152 479 631

計 206 742 948

◆知的障がい者数の推移（4月1日現在)（人）

区    分 平成27年 平成26年 平成25年

18歳未満 202 188 168

18歳以上 729 703 686

計 931 891 854
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精神障がい者に対して、一貫した相談、支援が受け

られるよう精神障害者保健福祉手帳を交付している。

◆精神障害者保健福祉手帳交付者数

　　　　　　　　　　（平成28年 4月 1日現在）

区    分 所持者数（人）

1級 84

2級 417

3級 271

計 772

 ※2年ごとに更新が必要

◆精神障害者保健福祉手帳交付状況

　　　　　　　　　（各年４月１日現在）（人）

区分 27年 26年 25年

1級 91 102 96

2級 405 380 339

3級 241 209 176

計 737 691 611

◆在宅重度障がい者対策事業者

在宅の重度身体障がい者または人工肛門、人工膀

胱造設者に対し、経済的負担の軽減を図るため、治

療材料、衛生器材を給付する。

  ○給付対象者数

区   分 27年度 26年度 25年度

治療材料 74 76 75

衛生器材 19 29 21

計 93 105 96

◆障がい者訪問給食サービス事業　

　在宅の一人暮らしの障がい者等に対して弁当を宅

配し、配達時に安否認定を行う。

区　分 27年度 26年度 25年度

利用実人数(人） 22 24 21

延べ配食数(食） 3,530 3,817 4,427

◆重度心身障がい者医療費助成事業　

身体障害者手帳 1 級、2 級、3 級（内部障がい

者）、療育手帳Ａ、精神保健福祉手帳 1級及び身体

障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳を重複し

て所持している重度心身障がい者が、医療機関にか

かった場合医療費の一部を助成する。

○助成状況

区 分 27年度 26年度 25年度

受給者数(人) 2890 3,010 2,980

助成件数(人) 60,186 58,722 58,019

助成額(千円) 229,772 219,482 220,587

1人当りの

医療費 (円)
79,505 72,917 74,015

１件当りの

医療費 (円)
3,817 3,738 3,801

◆人工透析患者通院交通費助成事業

人工透析を受けている腎臓機能障がい者が透析の

ため医療機関への通院に要する交通費の一部を助成

する。

  ○助成実績

区  分 27年度 26年度 25年度

助成延人数(人) 135 105 89

助成実人数(人) 17 13 10

助 成 額(千円) 2,285 1,717 1,382

◆特別障害者手当等

日常生活に常時介護が必要な在宅の重度障がい者

に支給する。

  ○支給状況                     (単位 :千円)

区      分 27年度 26年度 25年度

特別障害者手当
件数 213 210 197

金額 68,369 65,550 60,099

経過的福祉手当
件数 8 8 9

金額 1,470 1,401 1,539

計
件数 221 218 206

金額 69,839 66,951 61,638
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◆外出支援事業

　一定の資格要件に該当する障がい者に対し、移動

支援を目的として、市内の公共交通機関で使用でき

る利用券を交付する。（利用券は1枚100円）

　○月8枚交付者

　　①身体障害者手帳（肢体不自由、視覚、内部）

　　の1級所持者

　　②療育手帳の程度Ａ所持者

　　③精神保健福祉手帳１級所持者

　○月40枚交付者（旧「車いすタクシー運賃助成対

　　象者」）

　　①身体障害者手帳（障がい種別：不問）の所持

者の常時車いす使用者（65歳以上の3～6級所

持者は除く：高齢者福祉制度で対応）

　　②療育手帳または精神保健福祉手帳所持者の常

時車いす使用者

区　分 27年度 26年度 25年度

 8枚交付者（人） 368 359 309

40枚交付者（人） 210 201 190

助成額（千円） 6,851 6,344 5,789
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  本市の児童福祉は、要保護児童の保護のみにとど

まらず、広く児童の健全育成を図ることを目的とし

ている。

　教育を希望する未就学児童を預かる教育施設（認

定こども園、幼稚園）や保育が必要な未就学児童を

預かる保育施設（認可保育所、認定こども園、地域

型保育事業、へき地保育所）に公定価格等の財政支

援を保障するとともに、施設整備及び各種保育事業

の助成をしている。さらに、保育士等の研修会に対

し助成をし、保育の質の向上に努めている。

　小学校就学児童については、留守家庭の児童を対

象としたこどもクラブを設置し児童の健全な育成を

図っている。

  身体障がい児や知的障がい児については、相談指

導体制の充実、心身障がい児の早期発見等による家

庭療育指導体制の充実を図っている。

◆児童（0～18歳）人口   (各年 4月１日現在)

　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：人）

区 分 28年 27年 26年

男 10,548 10,776 10,984

女 10,102 10,386 10,533

計 20,650 21,162 21,517

  要保護児童等の早期発見及び適切な保護を図るた

め、関係機関、児童の保健福祉に関する職務に従事

する者、その他の関係者で成る要保護児童対策地域

協議会を設置し、連携して対応している。

◆要保護児童対策地域協議会　　（単位：回）

区 分 27年度 26年度 25年度

代表者会議 1 1 1

実務者会議 3 2 2

個別ケース検討会議 71 73 75

◆家庭児童相談室

   家庭における人間関係や児童の養育等の問題に

ついて相談を受けるため、家庭児童相談室を設置

している。相談室では、2名の家庭相談員が、児童

のしつけや家庭内の問題について相談を受け、助

言、指導を行っている。

  

　○相談状況             　        （単位：件）

27年度 26年度 25年度

性格・生活習慣等 11 24 46

知  能  言  語 63 107 177

学 校 生 活 等 35 77 63

非          行 0 3 3

家  庭  関  係 89 94 74

環  境  福  祉 0 0 0

心 身 障 が い 21 27 8

そ    の    他 0 0 130

計 219 332 501

 

   昭和 23年 12月、若松市民生事業助成会に委託し

「会津母子寮」として事業を開始、昭和 42 年 4 月

「会津若松市母子寮」と改め現在地に建設移転し、

その後、児童福祉法の改正に伴い、平成 10 年 4 月

「会津若松市母子生活支援施設すずらん寮」と名称

を変更し現在に至る。

   配偶者のない女子、またはこれに準ずる女子

で、その監護すべき児童の福祉に欠けることがあ

ると認められる場合、その母親（養育者）及び児

童が入所、利用し、これらの者の自立促進のた

め、その生活を支援することを目的としている。

  ○ 所在地      行仁町 4-26

  ○ 職員の構成  寮長１名、母子支援員１名、

                 少年指導員1名、嘱託医１名

  ○ 定員世帯    8世帯

  ○ 入寮状況             （各年4月 1日現在）

区   分 28年 27年 26年

世帯数 0 0 0

人　員 0 0 0

※平成23年 4月より休所
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　平成27年 4月に「子ども・子育て支援新制度」が

施行され、幼稚園や保育所、認定こども園等を利用

する場合は、子どもの年齢、保育の必要の有無に応

じた「支給認定」を受け、各施設の利用手続きをす

ることになった。また、各施設の利用者負担額（保

育料）は、市が定める額で、保護者の所得に応じた

負担とした。

　また、幼稚園の新制度移行や地域型保育事業者等

の新設、さらに、平成 28 年度には北会津地区の認

定こども園の開園し、認可保育所16ケ所、幼保連携

型認定こども園６ケ所、幼稚園型認定こども園６ヶ

所、地域型保育事業者４ヶ所となり、保育ニーズの

高まりにより増加傾向にある待機児童の解消に努め

た。

  また、教育・保育施設等に入所していない未就学

児童にも配慮し、一時保育や地域子育て支援セン

ターの事業を各施設において実施している。

◆教育・保育施設の状況（新制度移行施設）

　　　　　　　       (平成 28年 4月 1日現在)

区

分
施設名

定員

(人)

入所児童数

(人)
公

立

保

育

所

中央保育所 100 100

広田保育所 140 133

私

立

保

育

所

若松第一保育園 150 156

若松第二保育園 120 137

若松第三保育園 150 164

のぞみ保育園 110 123

つるが保育園 150 167

門田報徳保育園 120 130

会津報徳保育園 90 102

面川報徳保育園 45 52

面川報徳保育園分園大戸報徳保育園 20 21

会津婦人会保育園 140 157

南町保育園 90 99

どんぐり山保育園 100 110

博愛園 70 77

すくすく園 70 73

　

私

立

認

定

こ

ど

も

園

みなみ若葉こども園 328 285

会津慈光こども園 290 249

認定こども園子どもの森 278 259

認定こども園若松第一幼稚園 130 58

認定こども園若松第三幼稚園 160 81

認定こども園慈光第二幼稚園 165 125

認定こども園榎の木 159 140

とうみょう子ども園 160 90

認定こども園若松第二幼稚園 165 75

認定こども園こばとらんど 150 118

認定こども園会津若葉幼稚園 180 124

認定こども園北会津こどもの村幼保園 250 197
公立

幼稚園 河東第三幼稚園 50 18
私立

幼稚園 若松聖愛幼稚園 45 42

地

域

型

保

育

事

業

リトルスターほいくえん 19 14

ロータス保育園 19 10

ﾑｰﾐﾝﾍﾞﾋﾞｰ＆ﾁｬｲﾙﾄﾞﾙｰﾑ 5 3

まな児遊園 5 5

計 4,223 3,694

　※広域入所は除く。

◆保育部分（２・３号認定）入所状況   

　　　　　　　　　　　   （各年4月 1日現在）

区     分 28年 27年 26年

保育施設数 32箇所 30箇所 21箇所

定    員 2,681人 2,369人 1,860人

入

所

児

童

数

3歳未満児 1,062人 987人 931人

3歳児 497人 463人 385人

4歳児以上 1,014人 830人 683人

計 2,573人 2,280人 1,999人

入

所

率

定員比率 96.0％ 96.2％ 107.5％

乳 幼 児
人口比率 44.8％ 39.1％ 33.7％

　※28年の保育施設は、保育所16ケ所、認定こど

　　も園12ケ所（教育部分と重複）、地域型保育事

　　業４ケ所の計32ケ所

  ※26・25年の保育施設は保育所18ケ所、認定こ

　　ども園３ケ所の21ケ所

　※各年度、広域入所は除く。
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◆教育部分（１号認定）入所状況

　　　　　　　　 (平成 28年 4月 1日現在）

区     分 28年 27年

教育施設数 14箇所 14箇所

定    員 1,542人 1,660人
入

所

児

童

数

3歳児 293人 338人

4歳児以上 828人 945人

計 1,121人 1,283人

入

所

率

定員比率 72.7％ 77.3％

乳幼児人口比率 19.5％ 22.0％

※平成 28 年の教育施設は、認定こども園 12 ケ所

（保育部分と重複）、新制度に移行した幼稚園2ケ

　所の計14ケ所

※広域入所は除く。

◆入所児童等の状況   (平成 28年 4月１日現在)

区分
人員  (人) 割合

(％)公立 私立 計

教育・保育施設数 3 31 34 -

定員 290 3,933 4,223 -

入

所

児

童

数

0歳 14 124 138 3.7

1歳 33 405 438 11.9

2歳 42 444 486 13.2

3歳 50 740 790 21.4

4歳 49 843 892 24.1

5歳 63 887 950 25.7

計 251 3,443 3,694 100.0

　※広域入所は除く。

◆入所理由の状況    (平成 28年 4月１日現在）

１号認定 教　　育 1,121人

２・３号認定

就　　労 2,424人

妊娠・出産 24人

保護者の疾病等 19人

同居親族の介護等 11人

災害復旧 0人

求職活動 48人

職業訓練・就学 16人

児童虐待・ＤＶ 0人

育児休業 31人

計 3,694人

 ※　１号認定…満３歳以上で教育を希望する児童

　　 ２号認定…満３歳以上で保育を希望する児童

 　　３号認定…満３歳未満で保育を希望する児童

※　広域入所は除く。

◆1号認定者の利用者負担額（保育料）

単位：円

階層区分

（定義）

3歳児 4歳

以上児

第 1階層

(生活保護世帯)

0 0

第 2階層(市民税非課税、

同所得割非課税)

3,000 3,000

第 3 階層(市民税所得割

48,601円以下)

10,000 9,000

第 4 階層(市民税所得割

77,101円以下)

12,000 11,000

第 5 階層(市民税所得割

144,101円以下)

15,000 14,000

第 6 階層(市民税所得割

211,201円以下)

18,000 17,000

第 7 階層(市民税所得割

301,001円以下)

21,000 20,000

第 8 階層(市民税所得割

301,001円以上)

25,000 24,000

※小学校 3年生以下の兄姉がいる場合は、当該児童

から数えて第 2子半額、第 3子以降無料

※ひとり親または世帯内に障がい者のいる世帯は、

第 2階層は無料、第 3階層は1,000円減額
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◆階層別の入所状況（平成28年 4月１日現在）

階層区分 人員 割合(％)

第 1階層 5人 0.4％

第 2階層 138人 12.3％

第 3階層 111人 9.9％

第 4階層 120人 10.7％

第 5階層 274人 24.4％

第 6階層 270人 24.1％

第 7階層 115人 10.3％

第 8階層 88人 7.9％

計 1,121人 100.0％

※広域入所は除く。

◆2・3号認定者の利用者負担額（保育料）

単位:円

階層区分

（定義）

3歳

未満児

3歳児 4歳

以上児

第 1階層

(生活保護世帯)

0

(0)

0

(0)

0

(0)

第 2 階層(市民税

非課税)

8,000

(7,800)

6,000

(5,800)

6,000

(5,800)

第 3 階層(市民税

所得割非課税)

17,000

(16,700)

14,000

(13,700)

14,000

(13,700)

第 4階層(市民税所

得割 48,600円未満)

19,500

(19,100)

16,500

(16,200)

16,500

(16,200)

第 5階層(市民税所

得割 66,000円未満)

23,000

(22,600)

21,000

(20,600)

21,000

(20,600)

第 6階層(市民税所

得割 78,000円未満)

27,000

(26,500)

24,000

(23,500)

24,000

(23,500)

第 7階層(市民税所

得割 97,000円未満)

30,000

(29,400)

27,000

(26,500)

27,000

(26,500)

第 8階層(市民税所

得割 116,000円未満)

34,000

(33,400)

29,000

(28,500)

29,000

(28,500)

第 9階層(市民税所

得割 142,000円未満)

39,000

(38,300)

32,000

(31,400)

32,000

(31,400)

第 10階層(市民税所

得割 169,000円未満)

42,000

(41,200)

34,000

(33,400)

33,000

(31,000)

第 11階層(市民税所

得割 216,000円未満)

48,000

(47,100)

36,000

(35,300)

34,000

(31,000)

第 12階層(市民税所

得割 280,000円未満)

54,000

(53,000)

37,000

(36,300)

34,000

(31,000)

第 13階層(市民税所

得割 301,000円未満)

58,000

(57,000)

38,000

(37,300)

34,000

(31,000)

第 14階層(市民税所

得割 397,000円未満)

62,000

(60,900)

40,000

(39,300)

34,000

(31,000)

第 15階層(市民税所

得割 529,000円未満)

66,000

(64,800)

42,000

(41,200)

34,000

(31,000)

第 16階層(市民税所

得割 529,000 円未以

上)

70,000

(68,800)

44,000

(43,200)

34,000

(31,000)

※下段()内は保育短時間の場合の利用者負担額

※小学校 3年生以下の兄姉がいる場合は、当該児童

から数えて第 2子半額、第 3子以降無料

※ひとり親または世帯内に障がい者のいる世帯は、

第 2階層は無料、第 3階層及び第 4階層は 1,000円

減額

◆階層別の入所状況（平成28年 4月１日現在）

階層区分 人員 割合

第 1階層 11人 0.4％

第 2階層 280人 10.9％

第 3階層 142人 5.5％

第 4階層 352人 13.7％

第 5階層 214人 8.3％

第 6階層 133人 5.2％

第 7階層 246人 9.5％

第 8階層 231人 9.0％

第 9階層 239人 9.3％

第 10階層 200人 7.8％

第 11階層 234人 9.1％

第 12階層 154人 6.0％

第 13階層 28人 1.1％

第 14階層 67人 2.6％

第 15階層 21人 0.8％

第 16階層 21人 0.8％

計 2,573人 100.0％

※広域入所は除く。
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◆保育所運営委託料・扶助費の推移

区     分 27年度 26年度 25年度

施設数  (所) 31 17 17

措置延べ人数(人) 39,991 20,402 20,177

保育所運営委託料 (千円) 1,792,327 1,769,468 1,689,129

扶助費(千円) 998,076 - -

対前年比  (％) 158 105 103

※平成27年度新制度開始に伴い保育所運営委託料、

及び扶助費(施設型給付費・地域型保育給付費)にて

支給を行った(平成26年度までは保育所運営費)。

◆私立保育所等への運営補助金交付状況

27年度 26年度 25年度

14,874千円 117,124千円 117,717千円

※平成27年度新制度開始に伴い補助内容の見直しを

行った。

 

  

集団保育が可能で、保育が必要な障がい児につい

て、健常児との保育を通し、健やかな成長を図る。

◆障がい児保育所入所状況 （各年4月１日現在）

28年度 27年度 26年度

27人 20人 19人

◆へき地保育所

   交通条件や自然条件等に恵まれない山間地域にお

ける保育を要する童に対し、必要な保育を行ってい

る。

   保育所は市が設置し、指定管理者による運営・管

理を行っている。

 ○入所児童数   （各年4月１日現在) (単位：人)

区     分 定員 28年 27年 26年

湊しらとり保育園 60 53 66 64

◆子ども医療費助成事業

   本市に住所を有する、0歳から 18歳に達した以

後における最初の 3月 31日までの児童を対象に、

保健の向上に寄与するため、医療費の一部負担額及

び入院時食事療養費（自己負担分）を保護者に助成

している。

  ○助成状況          

区     分 27年度 26年度 25年度

助成対象人数(人) 20,650 21,162 21,517

助成件数    (件) 278,230 285,766 274,787

助成額    (千円) 575,502 587,741 566,730

1人当たりの助成額（円） 27,869 27,773 26,339

1件当たりの助成額（円） 2,068 2,057 2,062

◆児童手当

　次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを社会全

体で応援する。

 ○ 支給要件 中学校修了前の児童を養育している者

 ○ 手当の額（月額） 　

　　3歳未満　　　　　　　　15,000円

　　3歳以上小学校修了前

　　 第一子・第二子　　　　 10,000円

　　 第三子以降 　　　　　　15,000円

　　 中学生　　　　　 　　　10,000円

    所得制限以上の者　 一律　5,000円

 ○ 支給時期   年 3回（2月、6月、10月）

 ○ 児童手当支給状況

区    分 27年度 26年度

児

童

手

当

受給者数

（人）
8,604 9,193

延児童数

（人）
176,715 182,055

支給額

（千円）
1,967,255 2,019,280

※受給者数は2月末時点

◆障害児福祉手当

日常生活に常時介護が必要な在宅の重度障がい児

に支給する。

  ○支給状況                     (単位 :千円)

区      分 27年度 26年度 25年度

障害児福祉手当
件数 56 52 63

金額 9,404 10,158 11,784

◆特別児童扶養手当

　身体または精神に中度又は重度の障がいを有する
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20歳未満の児童を監護している父もしくは母、又は

父母にかわって児童を養育している人に支給する。

 ○手当支給資格児童数      (各年4月1日現在)

区    分 27年度 26年度 25年度

1級（重度） 109人 109人 116人

2級（中度） 98人 105人 98人

計 207人 214人 204人

◆ 就学遺児激励金        

  就学遺児に対し激励金を支給する。

 ○ 支給対象

    本市に住所を有し、学校教育法第１条に規定す

る小・中学校又は特別支援学校の小学部もしくは

中学部第1学年に在学する就学遺児。なお、平成

25年度より対象を小・中学校に在学する児童に拡

大し、小学校在学時 1回、中学校在学時 1回支給

している。

 ○ 支給額    就学遺児１人につき30,000円

○ 支給状況

区    分 27年度 26年度 25年度

支給児童数(人) 37 42 40

支給額  (千円) 1,110 1,260 1,200

◆ 児童館

児童館は、児童福祉法に基づく児童厚生施設で、

児童に健全な遊びの場を与え、その健康増進と情操

を豊かにするため、近隣地域の児童を対象として児

童の集団指導や放課後児童健全育成事業などを行っ

ている。

  ○幼児クラブ登録数

（平成28年 5月 1日現在）（単位:人）

区    分 幼児

城前児童センター

（城前幼児クラブ）
4

行仁町児童センター

（行仁幼児クラブ）
 4

材木町児童館

（材木幼児クラブ）
7

西七日町児童館

（西七日幼児クラブ）
 6

合　　計 21

  ○利用状況                       （単位:人）

区    分 27年度 26年度 25年度

城前児童

センター

児童 7,461 8,228 9,490

幼児 350 377 390

自由来館者 1,997 1,692 2,398

行仁町児童

センター

児童 12,824 15,509 14,803

幼児 353 442 637

自由来館者 2,078 2,403 2,630

材木町

児童館

児童 9,484 12,754 14,792

幼児 63 77 126

自由来館者 1,051 1,622 1,886

西七日町

児童館

児童 0 10,650 8,082

幼児 768 534 962

自由来館者 6,973 775 1,563

合    計

児童 29,769 47,141 47,167

幼児 1,534 1,430 2,115

自由来館者 12,099 6,492 8,477

◆放課後児童健全育成事業

保護者の就労等による留守家庭の小学生の児童を

対象として「こどもクラブ」を設置し、放課後等に

遊びを主として余暇指導、生活指導を行い、児童の

健全な育成と事故防止を図る。

児童福祉法の改正に伴い、平成 27年度から利用

対象を小学３年生から６年生までに拡大するととも

に、利用児童の増加が見込まれることから、施設を

23ヶ所から 45ヶ所へ増設し、利用時間についても

18時から19時までに延長した。

 ○登録児童数（平成28年 5月 1日現在）（単位:人）

区    分 計 区　分 計

城前第一こどもクラブ
(市直営)

24
松長第二こどもクラブ

(社会福祉法人南町保育会)
19

城前第二こどもクラブ
(市直営)

24
松長第三こどもクラブ

(社会福祉法人南町保育会)
33

行仁第一こどもクラブ
(市直営)

40
神指こどもクラブ

(社会福祉法人南町保育会)
41

行仁第二こどもクラブ
(市直営)

19
門田第一こどもクラブ

(社会福祉法人会津報徳会)
40

材木第一こどもクラブ
(市直営)

38
門田第二こどもクラブ

(社会福祉法人会津報徳会)
40

材木第二こどもクラブ
(市直営)

34
門田第三こどもクラブ

(社会福祉法人会津報徳会)
40
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城北第一こどもクラブ
(社会福祉法人会津若松保育協会)

39
城南第一こどもクラブ
(学校法人慈光学園)

30

城北第二こどもクラブ
(社会福祉法人会津若松保育協会)

39
城南第二こどもクラブ
(学校法人慈光学園)

26

城北第三こどもクラブ
(社会福祉法人会津若松保育協会)

35
城南第三こどもクラブ
(学校法人慈光学園)

29

城西第一こどもクラブ
(社会福祉法人会津報徳会)

32
城南第四こどもクラブ

(社会福祉法人南町保育会)
27

城西第二こどもクラブ
(社会福祉法人会津報徳会)

33
東山第一こどもクラブ
 (社会福祉法人博愛会)

40

謹教第一こどもクラブ
(社会福祉法人南町保育会)

40
東山第二こどもクラブ
 (社会福祉法人博愛会)

38

謹教第二こどもクラブ
(社会福祉法人南町保育会)

38 小金井第一こどもクラブ
(特定非営利活動法人会津NPOセンター)

31

謹教第三こどもクラブ
(社会福祉法人南町保育会)

17 小金井第二こどもクラブ
(特定非営利活動法人会津NPOセンター)

26

日新第一こどもクラブ
(学校法人若松幼稚園)

39 小金井第三こどもクラブ
(特定非営利活動法人会津NPOセンター)

18

日新第二こどもクラブ
(学校法人若松幼稚園)

30 小金井第四こどもクラブ
(特定非営利活動法人会津NPOセンター)

35

湊こどもクラブ
(社会福祉法人会津若松市社会福祉協議会)

13 小金井第五こどもクラブ
(特定非営利活動法人会津NPOセンター)

27

一箕第一こどもクラブ
(社会福祉法人会津若松保育協会)

33
荒舘第一こどもクラブ
（学校法人白梅）

29

一箕第二こどもクラブ
(社会福祉法人会津若松保育協会)

38
荒舘第二こどもクラブ
（学校法人白梅）

29

一箕第三こどもクラブ
(社会福祉法人会津若松保育協会)

39
川南こどもクラブ
（学校法人白梅）

23

一箕第四こどもクラブ
(社会福祉法人会津若松保育協会)

38 河東第一こどもクラブ
(特定非営利活動法人会津NPOセンター)

54

一箕第五こどもクラブ
(社会福祉法人会津若松保育協会)

38 河東第二こどもクラブ
(特定非営利活動法人会津NPOセンター)

42

松長第一こどもクラブ
(社会福祉法人南町保育会)

36

合計 1,473

※（　）は事業委託先

◆こどもクラブ利用料（減免申請が必要）

当該年度市町

村民税課税

当該年度市町

村民税非課税

一

般

世

帯

1人目
4,000円

(1,000円)

2,000円

(500円)

2人目
2,000円

(500円)

　0円

(0円)

3人目以降
　　　0円

(0円)

　　0円

(0円)

ひ

と

り

親

世

帯

1人目
2,000円

(500円)

 1,000円

(250円)

2人目以降
　　　0円

(0円)

    0円

(0円)

生活保護世帯

1人目以降

0円

(0円)
※（　）内は18時以降利用時の延長利用料

◆地域組織（母親クラブ）活動支援

   児童館を拠点として親子の交流行事や家庭養育の

研修、地域行事への参加等を行い、地域の中で児童

健全育成を進めている「地域組織」の活動を支援し

ている。

  ○クラブ会員数（各年4月１日現在） (単位：人)

区    分 28年 27年 26年

鶴城ふれあいクラブ 42 35 39

行仁母親クラブ 60 60 69

日新クラブ 33 90 77

計 135 185 185

◆児童遊園

   児童に健全な遊び場を与え、その健康を増進し、

また、情操豊かなものにするため設置している。

  ○設置状況（平成28年 4月１日現在）

　　・大木の芝原公園

◆保育所保育士研修会

   

   保育所職員の専門的知識・技能を高め、より豊か

な保育を実施するため、市保育士会の協力を得て開

催している。

  ○開催状況                    

区    分 27年度 26年度 25年度

回    数  (回) 3 3 3

参加者数  (人) 1,129 1,144 1,152

◆一時保育事業

   保育所等を利用していない家庭において、日常生

活上の突発的な事情等により保育できない未就学児

童を保育所、認定こども園等で一時的に預かり、保
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育している。育児疲れ解消にも利用でき、保護者の

心理的・身体的負担の軽減を支援している。市内保

育所10ケ所、認定こども園6ケ所で実施している。

◆地域子育て支援センター事業

   育児不安解消のための知識、技術を提供するため

に、電話相談や面接相談を行っている。そのほか、

遊び場や親と子の触れ合いを深め、母親同士、育児

の情報交換や悩みを出し合い、解消していく場の提

供として、市内保育所 15ヶ所及び幼保連携型認定

こども園 6ケ所で園庭の開放等の活動を行ってい

る。

◆ファミリー・サポート・センター事業

　仕事と子育ての両立のための基盤を整備し、安心

して子育てができる環境づくりを行うため、育児を

手助けしてほしい人と手助けしたい人との連絡調整、

援助希望者への講習会などを行い、保育施設等への

送迎や病児・病後児も対象とした一時預かりを実施

し、子育て相互援助活動への支援を行っている。

○活動実績

27年度 26年度 25年度

利用件数（件） 3,746 4,467 4,359

うち

病児･緊急時の預かり等

26 36 76

◆ホームスタート事業

　子育てに不安を抱える家庭、地域から孤立しそう

な家庭に市民ボランティアが訪問し、養育者の悩

みや相談に応じたり、一緒に家事・育児をする傾

聴を中心とした支援を行っている。

○活動実績

27年度 26年度

利用世帯数（世帯） 16 10

子どもの人数（人） 23 15

訪問回数延べ（回） 100 73
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　ひとり親家庭においては、家庭と仕事の両立が難

しく、経済的な問題や子育ての悩みを抱えている家

庭が多い状況となっている。

   本市では、ひとり親家庭の生活の安定と自立の促

進のため、各種の福祉手当等の援助と指導体制の強

化を図っている。

◆女性福祉相談室

要保護女子の発見に努め、その相談に応じ助言、

指導を行うため女性相談員を 2名置き、母子家庭の

生活相談や貸付相談業務にあたるとともに、潜在母

子家庭の早期発見と自立のため援助を行っている。

 ○相談種別・件数の推移

区   分 27年度 26年度 25年度

施 設 入 所 3 4 3

経 済 問 題 33 42 111

職 業 問 題 19 29 62

住 宅 問 題 7 4 37

家族問題
夫  婦 204 158 159

その他 55 73 181

更 生 問 題 0 0 0

そ  の  他 20 44 91

計 341 354 644

 

◆ひとり親家庭医療費助成事業

本市に住所を有するひとり親家庭の親及びその児

童並びに父母のない児童に係る疾病または負傷につ

いて、医療費の一部（1カ月の世帯合算で 1,000円

を超えた自己負担分）を助成している。

○ひとり親家庭医療費の助成状況

区   分 27年度 26年度 25年度

登録世帯数(世帯) 1,502 1,503 1,495

登 録 人 数(人) 3,868 3,769 3,791

助 成 件 数(件) 12,264 11,936 11,483

助  成  額(千円) 30,390 29,769 30,244

1人当たりの医療費(円) 7,856 7,898 7,978

1件当たりの医療費(円) 2,478 2,494 2,634

◆母子・父子・寡婦福祉資金貸付

ひとり親家庭、父母のいない児童及び寡婦等に資

金の貸付を行い、経済的自立と生活意欲の助長を

図っている。平成26年 10月より、父子家庭への貸

付が開始された。

 ○母子・父子・寡婦福祉資金貸付決定の状況 

・27年度　15件、26年度　23件、25年度　11件

 ○母子・父子・寡婦福祉資金に関する相談件数

・27年度　153件、26年度 113件、25年度 65件

◆児童扶養手当

父親又は母親がいない場合や、父親又は母親が

身体や精神に重い障がいがある場合に、18歳に達

する日以降の最初の 3月 31日までの間にある児童

を養育している方に支給している。(所得の制限あ

り)

  ○支給要件  

  ・18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間

にある児童（心身に障がいのある児童は20歳未

満）を監護、養育する者（父子家庭については監

護のほか、生計が同一であること）

 ○手当の額 （平成28年 8月 1日現在） 

児童1人の場合 月額 最大 42,330円

      児童2人の場合 月額 最大10000円加算

      3人以上の場合  1人増すごとに

                            月額最大6,000円加算

  ○支給時期    年 3回（4月、8月、12月）

 ○児童扶養手当受給権者数（各年8月1日現在）

区　　分 27年度 26年度 25年度

離　 婚 1,454 1,449 1,506

死　 亡 13 10 5

遺　 棄 5 3 3

未婚の母 138 147 108

父又は母障がい 1 1 1

その 他 4 5 5

計 1,615 1,615 1,628

※法改正により、平成22年 8月から父子家庭にも支

給が拡大され、平成 26年 12 月より年金との併給が

認められるようになった。
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◆ひとり家庭自立支援給付金

　ひとり親家庭の父、母を対象に、生活の安定を

図るため資格取得や技能取得、学び直しを支援する

ための費用を助成しています。

○高等職業訓練促進給付金

　看護師、介護福祉士、保育士等の資格取得を目指

し養成機関で修業する父又は母で、児童扶養手当を

受給している等の要件を満たす方に３年間を上限に

月額で市民税課税世帯 70,500 円、非課税世帯

100,000円を支給しています。

　〈実績〉

27年度 26年度

件数（件） 5 5

○自立支援教育訓練給付金

　就業に結びつく指定教育訓練講座を受講する父又

は母で、児童扶養手当を受給している等の要件を満

たす方に費用の60％を支給します。

　〈実績〉

27年度 26年度

件数（件） 0 1

○高等学校卒業程度認定試験合格支援給付金

　高等学校卒業程度認定試験合格を目指し、対象講

座を受講するひとり親家庭の父、母、児童で、児童

扶養手当を受給している等の要件を満たす方に対象

講座受講修了時には、受講費用の 20％、２年以内に

高等学校卒業程度認定試験に合格時には、受講費用

の40％を支給します。

　（平成28年度より開始。）
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　生活保護法は､日本国憲法第 25条に規定する理念

に基づき、国が生活に困窮するすべての国民に対し、

その困窮の程度に応じ必要な保護を行い、その最低

限度の生活を保障するとともに生活の向上をはかり

つつ、その自立を助長することを目的としている。

◆生活保護制度の基本理念

   生活保護法には、生活保護制度を運用するに当っ

て、国民が等しく理解し遵守されなければならない

原理が明記されている。すなわち国家責任の原理、

無差別平等の原理、最低生活の原理、補足性の原理

の四つである。

   このうち｢国家責任の原理｣「無差別平等の原理」

「最低生活の原理」は、いわば国の守るべきことが

らを定めたもので、生活に困窮しているかどうかに

着目して保護をし、憲法上の権利として保障されて

いる健康で文化的な生活を可能にするものでなくて

はならないと定めている。

   「補足性の原理」は、保護を受ける側に要請され

ている要件で、保護に要する経費は国民の税で賄わ

れていることなどから、保護を受けるためには、各

自がその利用し得る資産、能力その他あらゆるもの

を最低限度の生活のために活用しなければならない

としており、また、民法に定める扶養義務者の扶養

及び他の法律に定める扶助は、すべてこの法律によ

る保護に優先して行わなければならないとしてい

る。

   生活保護の要否は、最低生活費と収入の対比で決

められる。すなわち最低生活費よりも収入が少ない

場合に保護の必要が生じる。保護の程度は、厚生労

働大臣の定める基準によって算定した最低生活費を

もとにして、その世帯の金銭又は物品で充たすこと

のできない不足分を給付するものである。

◆被保護世帯数と人員 　　　　　（各年度末）

区       分 27年度 26年度 25年度

被保護世帯数 1,500 1,527 1,500

被保護人員 1,894 1,956 1,939

１世帯当り人員 1.3 1.3 1.3

保  護  率(‰) 15.4 16.1 15.8

※‰(パーミル)は1000分比

◆保護の状況　　　　  　　　　　(各年度末)

区       分 27年度 26年度 25年度

被保護人員 1,894 1,956 1,939

生 活 扶 助  (人) 1,682 1,741 1,737

住 宅 扶 助  (人) 1,558 1,610 1,607

教 育 扶 助  (人) 75 94 96

介 護 扶 助  (人) 292 289 270

医 療 扶 助  (人) 1,545 1,563 1,537

出 産 扶 助  (人) 0 0 0

生 業 扶 助  (人) 40 34 26

葬 祭 扶 助  (人) 3 2 2

 ※出産扶助と葬祭扶助は年度計の人数

◆扶助費年次別の推移           (単位:千円)

区 分 27年度 26年度 25年度

生活扶助 919,021 977,967 972,106

住宅扶助 333,253 327,772 324,352

教育扶助 11,064 12,958 14,079

介護扶助 66,427 57,527 54,047

医療扶助 1,496,369 1,593,223 1,449,655

出産扶助 0 405 519

生業扶助 6,576 6,509 7,417

就労自立 487 592 0

葬祭扶助 2,137 2,191 3,506

施設事務費 47,220 45,239 47,007

総   額 2,882,554 3,024,383 2,872,688

 
  福祉事務所では、ケースワーカーと呼ばれる現業

員が生活保護の業務を担当しており、生活保護に関

する相談及び援助、指導にあたっている。

  生活保護の相談があり、保護申請のあったもの

は、担当ケースワーカーが地区民生委員や関係機関

などの協力を得て、資産や能力、扶養義務等の調査

を行いその結果に基づき、福祉事務所として生活保

護の要否を決定する。

  なお、諸調査の結果、他の法律の活用や資産の活

用、扶養義務者の援助などにより生活保護が適用に

ならない場合には、保護申請を却下することとな

る。
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◆生活保護申請処理状況

区       分 27年度 26年度 25年度

申 請 件 数 152 204 215

取り下げ件数 7 13 17

却 下 件 数 11 10 11

決 定 件 数 137 181 187

廃 止 件 数 171 167 181

◆世帯類型別開始理由

区      分 27年度26年度25年度

世帯主の傷病 29 60 63

世帯員の傷病 3 4 4

働いていた者の死亡･離別 3 5 6

働きによ

る収入の

減少喪失

定年･失業 9 4 11

老齢による 0 0 6

事業不振･倒産 0 0 0

その他 4 11 3

社会保障給付金の減少等 0 8 1

仕送りの減少･喪失 1 1 4

預貯金等の減少 77 74 77

その他 11 14 12

計 137 181 187

◆世帯類型別廃止理由

区分 27年度26年度 25年度

傷病治ゆ 0 0 0

死亡･転出(失そう) 75 67 73

就労収入の増加 45 48 51

働き手の転入(同居) 0 3 1

社会保障給付費の増加 13 13 18

親類縁者と同居 3 6 9

施設入所 11 8 6

医療費他法負担 1 0 0

その他 23 22 23

計 171 167 181

◆最低生活保障水準の具体的事例 (月額)

      高齢夫婦 2人世帯　73歳男・71歳女

                                     (単位：円）

     区       分 27年度 26年度 25年度

居

宅

  第 １ 類 50,520 51,870 51,730

第

２

類

基準額 42,340 41,750 40,000

冬期加算 12,230 12,230 12,080

小計 54,570 53,980 52,080

計 105,090 105,850 103,810

住 宅 扶 助 40,000 38,000 38,000

世 帯 当 た り
最 低 生 活 費 145,090 143,850 141,810

　※冬期加算は11月から4月まで

　※住宅扶助は上限額

  ※平成 25年 8月から3年程度段階的に基準改定

◆救護施設

   身体上又は精神上著しい欠陥があるため、自分ひ

とりでは日常の生活ができない方を収容して生活扶

助を行うことを目的とする施設である。

   なお、入所要件は、生活保護を受給しているか、

もしくはそれに準ずる世帯の方で身体上または精神

上著しい障害のため、介護を必要としたり、働く能

力がなかったり、あるいは社会復帰する見込みがた

たない方である。

◆入所者の状況     （平成 28年 4月 1日現在）

40歳

未満

40歳

代

50歳

代

60歳

以上
計

からまつ荘 0 0 0 5 5

やしおみ荘 0 0 0 1 1

矢吹緑風園 0 0 0 3 3

郡山せいわ園 0 0 0 2 2

しののめ荘 0 0 2 7 9

ひまわり荘 0 0 0 1 1

計 0 0 2 19 21
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　生活困窮者自立支援制度は、生活保護に至る前の

生活困窮者の自立支援策の強化を目的として、多様

で複合的な課題を抱える生活困窮者に対し、それぞ

れの状況に応じた支援を包括的に行うことにより、

自立を促進するものである。

　制度内容としては、必須事業（自立相談支援事業、

住居確保給付金の支給）と任意事業があり、本市で

は、任意事業として就労準備支援事業と子どもの学

習支援事業を実施している。

◆生活サポート相談（自立相談支援事業）

　地域福祉課内に「生活サポート相談窓口」を設置

し、経済的な問題や就労に関する問題など、さまざ

まな課題を抱えて生活困窮状態に陥っている方から

の相談に応じ、関係機関と連携しながら課題解決に

向けた支援を実施している。

◆住居確保給付金の支給

　平成 26年度までは住宅支援給付事業として実施し

ていたが、平成 27年 4月の生活困窮者自立支援法の

施行に伴い、法制化された。

　住居確保給付金は、住宅支援給付事業と同様、就

労可能で就労意欲はあるものの、離職（離職後 2 年

以内）等により住居を失ったり、失うおそれのある

困窮者に対し、住宅費相当額を支給（有期・限度額

あり）しながら積極的な就労支援を行い、早期自立

を図るものである。

◆就労準備支援事業

  直ちに一般就労に就くことが困難な生活困窮者を

対象に、簡単な作業やボランティア等の活動に参加

することを通して、就労意欲の喚起を図るとともに、

就労や社会参加等に必要な基本的生活習慣の形成や

コミュニケーション能力の向上等を目指す。 

◆子どもの学習支援事業

   専門の支援員を配置し、生活困窮家庭（生活保護

受給世帯を含む）の子どもへ学習支援を行い、基礎

学力や進学率の向上を図るとともに、保護者への支

援も行い、学習や進学に対する意識改善や家庭環境

の整備や改善等を図る。
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◆特定疾患患者見舞金制度

   原因が不明で治療方法が確立していない難病のた

め治療を受けている方、または腎臓障害のため血液

透析を受けている方に年１回5,000円の見舞金を支

給している。（平成 26年度より、重度心身障がい

者医療費受給者証所持者は除く）（平成 26年度ま

では年１回10,000円を支給）

  ○支給状況                     

区    分 27年度 26年度 25年度

支給人員（人） 491 482 789

支給額（千円） 2,455 4,820 7,890

◆災害弔慰金、災害援護資金の貸付制度

   暴風、豪雨等の自然災害により死亡した遺族に対

し、災害弔慰金、精神又は身体に障がいを受けた方

には災害見舞金を支給し、また、被害を受けた世帯

には災害援護資金の貸付をする。

　○東日本大震災による支給状況

　・災害弔慰金

区分 27年度 26年度

件数（件） 0 0

金額(千円) 0 0

　・災害援護資金貸付

区分 27年度 26年度

件数（件） 0 3

金額(千円) 0 2,700

◆放送受信料・自動車取得税等減免証明件数

区    分 27年度 26年度 25年度

放送受信料減免 192 214 247

自動車取得税､自動車税 195 191 242

◆高額療養費貸付制度

　傷病のため診療を受け、高額な医療費を支払い、

生活に困窮する市民の方に対し、その支払資金を貸

付け、当該世帯の生活の安定を図っている。

  ○貸付金額　　　高額療養費の100分の100以内

  ○貸付原資額　　1,500万円

  ○貸付状況

区　　分 27年度 26年度 25年度

件　数（件） 142 121 114

金　額（千円） 26,345 19,920 22,929

  旧軍人、軍属等の公務傷病による障がい者に対す

る補装具給付等の相談や戦没者の遺族の方に対する

弔慰金等の給付に関する進達・相談業務を行ってい

る。

◆相談事業                     

   戦没者の遺族の方の各種年金、給付金の受給、あ

るいは戦傷病者の援護などについて相談を受け、必

要な指導、助言を行っている。

◆戦没者の遺族・旧軍人軍属等に対する援護

   国家補償の精神に基づいて、旧軍人軍属等の遺族

の方に対し、年金・給与金・公務扶助料等の支給に

関する相談、弔慰金・特別給付金の支給に関する進

達、相談を行っている。

◆戦傷病者に対する援護   

   傷病恩給、障害年金及び戦傷病者等の妻などの方

に対する特別給付金のほか、現在療養している方に

対して療養手当の支給に関する進達、相談を行って

いる。

◆戦没者追悼式  

   例年本市では国、県とは別に、戦没者の遺族の方

の参列を得て、戦争犠牲者を追悼し、その冥福を祈

るとともに、平和を祈念して追悼式を開催してい

る。（英霊柱数3,100余柱、遺族数約2,400人）

　

  日本赤十字社は、人道的任務を達成することを目

的とし、日本赤十字社法に基づいて設置された特殊

法人の民間団体である。

  本市の赤十字活動は、社資の募集、社員の拡大、
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災害救護、各種講習会、献血運動、青少年の健全育

成のほか、奉仕団や青少年赤十字の支援などを行っ

ている。

  ○社資募集状況（各年度3月末日現在）        

区    分 27年度 26年度 25年度

目標額（千円） 17,419 17,419 17,419

実績額（千円） 14,796 13,679 14,496

◆災害救護                     

   災害時に備えて、毛布、日用品セットを備蓄し、

また、その他救護活動に必要な救護資材を整備し、

有事に備えている。

  ○災害救護回数

27年度 6件

26年度 4件

25年度 2件

◆各種講習会                     

   けが人、急病人が発生したとき適切な応急手当が

速やかにできる知識と技術を修得し、人命尊重と事

故防止に役立てている。

  人命尊重の思想に基づき、輸血用血液を確保する

ため献血思想の普及と血液センターとのタイアップ

により、街頭献血、各事業所等の献血事業を行って

いる。

区    分 27年度 26年度 25年度

 目標数（人） 3,365 3,764 3,978

 献血数（人） 2,905 3,435 3,690

達成率（％） 86.3 91.3 92.8

  身寄りや引取者のない困窮行旅人に旅費等の支

給、行旅中死亡者については、埋葬などの救護を

行っている。

◆孤立死防止における取組み

　高齢者等が周囲に気づかれずに亡くなる「孤立

死・孤独死」を未然に防止するため、平成 24年 10

月より、電気、ガス、水道、新聞等のライフライン

に関わる事業者等と協定を締結し、要支援者の早期

発見に向けた取り組みを実施している。

 ・協定締結事業所数（平成28年 4月 1日現在）

　　　18事業所

 

◆社会福祉関係各種委員・相談員等

健康と思いやりの心を育てる、社会福祉のまちづ

くりの形成には、行政の対応とともに、市民一人ひ

とりの理解と参加が必要である。

   行政の対応、施策の設定の段階で、市民の意向、

意志が反映され、また、事業の実施にも市民と行政

が一体となって推進するために、以下の委員を国、

県及び市が委嘱している。

 ● 民生委員推薦会委員

民生委員候補者の推薦、内申をする（10人）

 ● 老人ホーム入所判定委員

老人ホームの入所、継続措置の要否を判定する

（3人）

 ● 高齢者福祉相談員

友愛訪問安否の確認、日常生活の相談を受け指

導助言をする（52人）

 ● 家庭相談員

家庭における人間関係、児童の養育等の相談に

応じ指導する（2人）

 ● 女性相談員

女性の生活相談、貸付相談業務を行う（2人）

 ● 障がい者等の介護給付費等の支給に関する審査

会委員

     障害者総合支援法における障害支援区分の審査

判定及び支給要否決定への意見を述べる（12人）

 ● 手話通訳者

聴覚障がい者等の社会生活における手話通訳を

する（24人）

 ● 戦没者遺族相談員

遺族の年金、給付等の相談に応じる

（市関係 1人）
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 ● 子ども・子育て会議委員

子どもや子育て家庭の支援に関する施策などに

ついて調査審議をする（20人）

 ◆民生委員･児童委員

厚生労働大臣の委嘱を受けて活動する民生委員・

児童委員の任期は 3年で、平成 25年 12月 1 日に改

選された。本市の民生委員・児童委員の定数は 274

人で、それぞれの地域の実情の把握に努め、要支援

者（世帯）の援助、福祉サービスに関する情報提供、

地域住民の見守り等に当たっている。そのうち 32人

は、もっぱら児童問題に取り組む主任児童委員であ

る。

民生委員・児童委員で構成する地区民生児童委員

協議会は、おおむね小学校通学区域を単位とした 16

地区に設けられている。

【民生委員・児童委員方部別委員数】

                      (平成28年 4月 1日現在)

方部 地区名 委員数

第 1 行仁地区 19（2）

第 2 鶴城地区 23（2）

第 3 謹教地区 22（2）

第 4 城北地区 18（2）

第 5 日新地区 21（2）

第 6 城西地区 22（2）

第 7 町北地区 9（2）

第 8 東山地区 12（2）

第 9 湊 地区 11（2）

第 10 一箕地区 23（2）

第 11 高野地区 7（2）

第 12 神指地区 11（2）

第 13 門田地区 25（2）

第 14 大戸地区 10（2）

第 15 北会津地区 18（2）

第 16 河東地区 23（2）

計 274（32）

 ※ ( )内は主任児童委員

【活動状況】　　　　　　　　　　（平成27年度）

   　区　 分  民生委員 主任児童委員

　
　
　
　
内
容
別
相
談
・
支
援
件
数

在宅福祉 316 0

介護保険 127 0

健康・保健医療 215 0

子育て・母子保健 119 60

子どもの地域生活 823 271

子どもの教育・学校生活 216 43

生活費 125 0

年金・保険 26 0

仕事 26 2

家族関係 166 2

住居 73 3

生活環境 268 2

日常的な支援 2,720 275

その他 2,031 78

合計 7,251 736

分
野
別
相
談
・

支
援
件
数

高齢者に関すること 4,525 298

障がい者に関すること 202 21

子どもに関すること 1,433 378

その他 1,091 39

合計 7,251 736

　
　
そ
の
他
の
活
動
件
数

調査・実態把握 4,620 118

行事・事業・会議

　　　への参加協力
6,380 1,204

地域福祉活動

・自主活動
9,610 2,636

民児協運営・研修 7,904 1,122

証明事務 681 2

要保護児童の発見

の通告・仲介
66 19

訪
問

回
数

訪問・連絡活動 30,329 484

その他 7,024 31

連
絡
調

整
回
数

委員相互 11,345 2,045

その他の関係機関 7,677 667

活動日数 36,921 4,808

　※　主任児童委員は再掲
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◆社会福祉法人指導監査

社会福祉法の一部改正により県から市へ移譲され

た事務で、主たる事務所が市内にあり、その事業が

市内を越えない社会福祉法人にあっては、市が所轄

庁として、各種認可・届出事務及び法人運営全般に

関する助言・改善指導を行います。

・対象法人数　　　12法人

・平成26年度実施　  5法人
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 本協議会は、地域社会の福祉向上のため、昭和 25

年 3 月 6 日に「財団法人若松市民生事業助成会」とし

て発足し、会津寮授産所などを設置、運営したのがは

じまりで、その後昭和 27 年 5 月 31 日に社会福祉法人

に組織変更し、さらに昭和 30 年 1 月 1 日の隣接村と

の合併により市名を「会津若松市」と改めたのに伴い、

名称を「会津若松市社会福祉協議会」と変更する。平

成 16 年 11 月 1 日、旧北会津村社会福祉協議会、平成

17 年 11 月 1 日、旧河東町社会福祉協議会と合併し、

平成 26年 4月には機構改革を行った。 

本協議会の事業は以下のとおり。 

(1)社会福祉を目的とする事業の企画及び実施 

(2)社会福祉活動への住民の参加のための援助 

(3)社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及、

宣伝、連絡・調整及び助成 

(4)(1)から(3)のほか、社会福祉を目的とする事業の

健全な発達を図るために必要な事業 

(5)保健医療・教育その他の社会福祉と関連する事業

との連絡 

(6)共同募金事業への協力 

(7)ボランティア活動の振興 

(8)老人福祉センターの設置運営 

(9)ふれあい福祉センターの設置運営 

(10)低所得世帯に対する資金の貸付 

(11)奉仕銀行の設置運営 

(12)社会福祉事業施設団体職員の共済事業 

(13)障害福祉サービス事業 

(14)障害児通所支援事業（会津通園訓練センター 

たんぽぽ園） 

(15)移動支援事業 

(16)居宅介護等事業 

(17)老人デイサービス事業 

(18)介護予防事業の受託運営 

(19)認知症対応型老人共同生活援助事業 

                    （グループホームみなづる） 

(20)福祉サービス利用援助事業 

(21)放課後児童健全育成事業の受託経営 

(22)北会津保健センターの管理経営 

(23)園芸ふれあいセンターの受託運営 

(24)その他この法人の目的達成のため必要な事業 

 

 ● 役員    理事 12名、監事 2名、評議員 26名 

● 職員   41人 

常務理事兼事務局長 1人、事務局次長１人、課長 3

人（兼 3 人）、支所長 2 人、課長補佐 3 人、支所

次長 1 人、係長 6 人、センター長 3 人（兼２人）、

園長 2(兼１人）、主査 9 人、主任保育士 5 人、主

任ホームヘルパー2人、主任介護員 5人、主任社会

福祉士 1 人、介護員 1 人、介護支援専門員 1 人、

ホームヘルパー1人 

  

 ● 総合生活相談事業 

● 地域福祉総合推進事業 

● ボランティアセンター事業 

 ● 子育て支援の推進 

・湊しらとり保育園の運営 

・湊こどもクラブの運営 

 ● 老人福祉センター運営事業 

 ● 受託事業 

・日常生活自立支援事業 

・生活福祉資金貸付事業 

・高額療養費貸付事業 

・福祉人材センター協力事業 

・生活支援相談員配置事業 

・ガイドヘルパー派遣事業 

・北会津保健センター事業 

・会津若松市河東地域包括支援センターの運営 

・介護予防事業 

・園芸ふれあいセンターの運営 

・介護保険要介護要支援認定調査 

 ● 介護保険事業 

・居宅介護支援事業 

・介護予防支援事業 

・訪問介護サービス事業 

・通所介護事業 

・認知症対応型共同生活介護事業 

・認知症対応型通所介護事業 

 ● 障がい福祉サービス事業 

・居宅介護事業・重度訪問介護事業 

・障害児通所支援事業（会津通園訓練センター 

たんぽぽ園） 

 ● 共同募金 

・共同募金・歳末たすけあい募金 

 ● 社会福祉事業施設団体職員共済事業 

 ● 団体運営 

  

 

 ● 生活福祉資金貸付状況 

区    分 27年度 

年度 

26年度 

年度 

25年度 

貸付決定件  （件） 56 78 117 

貸付金額  （千円） 14,798 15,677 34,279 

会津若松市社会福祉協議会 
概 要 

組 織 

主な事業 

各種事業の状況 
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● 社会福祉資金貸付状況 

区    分 27年度 

年度 

26年度 

年度 

25年度 

貸付決定件数（件） 3 4 7 

貸付金額  （千円） 15 1,030 276 

● 社会福祉団体等への助成の状況 

（平成 27年度） 

助成団体名 助成金額(円) 

会津若松市老人クラブ連合会 100,000 

会津若松身体障がい者福祉会 70,000 

認知症の人と家族の会福島県支部会

津地区 
200,000 

会津若松地区更生保護女性会 70,000 

会津若松市保育所連合会 100,000 

会津若松市保育士会 100,000 

会津若松市保育所保護者会連合会 50,000 

会津若松市民生児童委員協議会 300,000 

会津若松市地区民生児童委員協議会 2,274,200 

会津若松市ボランティア連絡協議会 100,000 

福祉ボランティアグループひまわり

の会 
150,000 

会津若松市子どもまつり実行委員会 100,000 

会津若松市区長会 503,000 

ふれあいまちつくり湊町推進協議会 50,000 

●共同募金・歳末たすけあい運動の状況 

(単位：千円) 

区    分 27年度 26年度 25年度 

共 同 募 金 13,713 14,007 14,334 

歳末たすけあい 5,458 5,349 5,434 

● 平成 27年度共同募金方法別金額  

募 金 方 法 金  額 (円) 

戸 別 募 金 7,684,685 

（法人）大口募金 3,152,752 

学 校 募 金 554,380 

職 域 募 金 953,827 

街 頭 募 金 69,405 

そ の 他 1,298,351 

計 13,713,400 

 ● 平成 27年度歳末たすけあい募金の配分先 

       配     分     先 金 額（円） 

地域福祉推進事業 1,037,543 

生活困難世帯お見舞金 1,295,000 

就学遺児お見舞金 180,000 

ひとり暮らし高齢者昼食会 369,000 

ふれあい・いきいきサロン 61,484,000 

除雪ボランティア 466,000 

おせち、灯油、ヤクルトの配分（北会津） 404,951 

ふれあい交流事業（河東） 222,000 

合  計 5,458,494 

● 奉仕銀行預託・払出件数の推移  

区分 27年度 26年度 25年度 

物

品 

預託件数 29 26 28 

払出件数 29 26 23 

  

   

 昭和 53 年 12 月 5 日に設置され、市内に住む 60 歳

以上の方に利用されている。主な事業は次のとおりで

ある。 

・ 生活、健康、その他の各種相談 

・ 生業、就労等の指導 

・ 健康増進と機能の回復訓練 

・ 教養の向上、レクリエーション等の事業又は便宜

の提供 

● 開館及び利用状況                 (単位:人) 

区分 27年度 26年度 25年度 

開館日数(日) 297 294 294 

利

用

数 

男 8,833 7,896 6,430 

女 13,434 13,120 12,897 

計 22,267 21,016 19,327 

協力金(千円) 4,287 4,015 3,871 

利用者 1 日平均 75 71.5 65.7 

健康相談 2,311 3,205 3,106 

ヘルストロン利用者 4,890 4,401 3,780 

 
 

◆主なボランティアグループ及び活動内容 

○点字サークルひよこ 

 各種点訳、点字講習会 

○社会福祉を進める会 

 児童福祉、社会福祉の充実 

○カトリック会津若松教会 

 病者、ホームレス、ダルク支援 

○会津若松音訳サークル「ひびきの会」 

会津若松市老人福祉センター 

ボランティア活動 
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 視力障がい者のための依頼文書、書籍のテープ 

作りと郵送 

○会津わたぼうし会 

 ミニコンサート開催と障がい者との交流 

○障害者の明日を考える会 

 障害者問題啓発活動とイベント開催 

○福島県骨髄バンク推進連絡協議会会津支部 

 骨髄バンクのＰＲ・登録推進・患者支援 

○ぶどうの会 

 ひとり暮らし高齢者・在宅患者等との食事会 

○ボランティアひまわり 

 保育援助・高齢者への支援 

○会津難病ボランティアつむぎの会 

 難病患者及び家族への支援・家庭訪問 

○富士通会津ボランティアサークル 

 他団体と連携、協力、福祉施設支援・収集活動 

○視覚障害者とコンピュータ勉強会「あい＆あい」 

 視覚障害者の PC利用援助、録音テープの CD化 

○ジェイデバイス労働組合ボランティアサークル  

  他団体と連携、協力、福祉施設支援・収集活動  

○河東町アマチュア無線赤十字奉仕団 

  地域福祉活動・啓発 

○河東町ボランティアグループ「風っ子」 

 地域福祉活動・啓発 

○あいづ小さな風の会 

 傾聴（電話相談） 

○生と死を考える会・会津 

  より良い生き方に関するセミナー 

○精神保健福祉ボランティア「まざらんしょ」 

  精神障がい者の社会復帰のための支援活動 

○会津かたりべ会 

  民話、昔話を語る活動 

○学生ボランティア連絡会 

  被災者（児）支援、地域支援  

 

  

◆総合生活相談事業 

 ・ふれあい福祉センター総合生活相談所事業 

（一般相談、法律相談、障がい児者相談、ボラン

ティア相談、傾聴相談、人権・成年後見相談、 

子育て相談） 

 ・日常生活自立支援事業 

 ・生活困窮者等貸付事業 

 ・福祉人材センター協力事業 

 ・生活サポートセンター事業（フードバンク事業） 

 ・小地域ネットワークモデル事業 地区社協との組

組織化 

 

◆地域福祉総合推進事業（ふれあいのまちづくり

事業） 

 ・福祉台帳及び緊急連絡カード配備事業 

 ・ふれあい・いきいきサロン活動支援事業 

 ・一人暮らし高齢者会食会事業 

 ・一人暮らし高齢者「すみれ会」活動支援 

 ・ほっとサロン会「わかば」の開催 

 ・介護サポートサービス事業 

 ・介護実習生の受け入れ 

 ・各種委員会等への出席 

 ・福祉バス運行事業 

 ・奉仕銀行設置運営事業 

 

◆ボランティアセンター事業 

 ・ボランティア養成・活動支援（人材育成） 

 ・障がい者支援センターカムカムボランティア機能 

運営 

 ・カムカムボランティアポイント実証実験事業 

 ・ボランティア活動保険の加入 

 ・ボランティア活動機材の貸出 

 ・ボランティア連絡協議会の育成強化 

 ・除雪ボランティア組織化事業 

 ・要援護世帯除雪活動の実施 

 ・企業の社会貢献活動への支援 

 ・会津若松市地域支援ネットワークボランティア 

  事業への協力 

 ・生活支援相談員配置事業 

  

 

 

 

 

 

 
地域福祉事業 



           

商工業の概要                  165

融資制度                      170

支援制度                      172

企業誘致　　　　　　　　　　　177

工業団地                      179

物流ネットワークシティ事業    189

中心市街地活性化事業　　      192

株式会社 まちづくり会津       194

労働政策                      195

会津町方伝承館                198





本市は、400 年以上の歴史を持つ漆器産業や酒造

業など、歴史と伝統に培われた地場産業とともに発

展してきた。その後、昭和42年に半導体関連企業が

立地したことを契機として電子精密機械産業が発展

し、本市製造業において従業者数及び製造品等出荷

額の約半数を占めるなど、本市経済を支える重要な

産業となった。また、平成５年に会津大学が開学し

て以降、ＩＴベンチャー企業の創業が増加し、着実

に売上を伸ばしており、ＩＴ産業は本市の基幹産業

の１つに成長している。

東日本大震災後、原子力発電所事故による風評被

害等により地域経済は低迷したが、国・県等による

復興支援の取り組み、さらには平成 25年のＮＨＫ大

河ドラマ「八重の桜」放送による観光客入込数の大

幅な増加などにより、企業の経営環境や雇用環境は

着実に改善に向かっている。

しかし、原子力発電所事故による風評はいまだ払

拭されておらず、また、原材料価格の上昇や世界経

済の不透明さ等もあり、将来に向けて安定した地域

経済を見通すことができる状況にはない。

今後も、地域外に安全・安心に関する情報発信を

強化・拡大していくほか、中小企業に対する金融支

援や関係機関との連携による雇用対策をはじめ、地

場産業の振興、農商工連携による販路拡大など、各

産業の振興に努めるとともに、更には会津若松市中

心市街地活性化基本計画に位置付けられた事業を市

民協働により着実に推進していくことで中心市街地

の活性化を図り、元気な会津の再生・復活を目指す。

また、会津大学復興支援センターの開設や首都圏

産学官連携組織との連携協定による事業の展開等産

学官連携事業が活発化しており、今後も引き続き、

会津大学をはじめ民間企業等との連携を強固にし、

新たな産業の創出や企業誘致に取り組んでいく。

○地域物産の販路拡大

　原子力発電所事故による風評被害は今もなお残り、

また、首都圏等における復興支援マインドが徐々に

希薄化してきていることなどから、地域産品の販売

は未だ厳しい状況にある。

　今後も引き続き、これまで築いてきた友好都市と

の関係や首都圏企業とのネットワーク、さらには県

をはじめ全国規模の経済団体等からの情報を駆使し、

会津地域の行政機関や関係団体と連携しながら、

様々な機会をとらえてイベントや物販フェアの開催

等に取り組み、販路拡大を図るとともに、地域産品

の安全・安心について発信していく。

　さらに、こうして築かれた企業等との絆を一層深

め、当該企業等の社員食堂における会津地域食材の

活用やグループ企業でのイベント開催など、今後の

継続的な提携の拡大に取り組む。

　また、平成26年２月に大手流通企業と締結した地

域貢献協定を有効活用し、そのノウハウ等の提供・

支援を受けながら、地域の事業者のレベルアップと

底上げを図っていく。

○金融・雇用対策の推進

　国の経済対策や日銀の金融政策により一定の景気

回復が報告されているが、地方においてはまだその

実感が感じられない状況にある。このため市の融資

制度利用にかかる信用保証料の全額補助や融資利率

の優遇措置を継続実施し、企業の資金調達における

負担軽減と金融の円滑化を図っている。

雇用対策では、県の緊急雇用対策にかかる基金事

業を積極的に活用し、被災者を含めた失業者の雇用

機会の創出を図ってきたほか、会津地域の市町村及

び県、主要経済団体等で構成する「会津地域雇用創

造推進協議会」の事務局を運営し、会津地域が一丸

となって雇用の創出に取り組んでいる。

○企業誘致の推進

　本市経済が将来にわたって持続的に発展していく

ためには、新たな企業誘致が不可欠であり、足腰の

強い産業基盤を形成し、雇用拡大により、若者の定

着、市民所得の向上を図る必要がある。

　このような中、平成 20年度に機構改革により観光

商工部内に「企業立地推進課（平成25年度より企業

立地課）」を設置し、専任職員による企業誘致活動

を展開するとともに、さまざまな地域資源や人的

ネットワークの活用などにより、本市への企業立地

の促進を図っている。

　また、新たな企業立地の受け皿として、会津若松

徳久工業団地を造成し、更なる誘致活動の強化を図

るとともに、引き続き、既存企業の安定操業と事業

拡大を支援していくものである。

○ＩＴ産業の振興

　ＩＴ産業は本市経済の発展に重要な役割を担う産

業であり、これまで会津産ＩＴ技術の認定やＩＴ特

許相談窓口の開設、ＩＴベンチャー販路拡大展示

会出展補助など、ベンチャー企業が持続的に創出
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される環境整備を図り、また、データアナリティ

クス等、高度なＩＴ人材をはじめ多様なＩＴ技術

を有する人材の育成にも取り組むことで、新事業

創出と起業促進、企業集積を推進してきた。

　平成27年度の市内ＩＴベンチャー企業は 41社に

達し、国内はもとより海外マーケットも視野に入

れた事業を展開している。　

　また、新たに地域ＩＴベンチャーの組織化を図り、

ベンチャー間の連携や異業種連携、他地域連携など

様々な取組を実施している。

　今後は、こうした環境・機会を最大限に活かし、

会津大学および地元ＩＴベンチャー企業等との産学

官連携を強固にしながら、より一層のＩＴ産業の活

性化に取り組んでいく。

○魅力ある商業空間の整備

　中心市街地の商店街の魅力を向上し、賑わいを

創出するためには、地域資源を生かした事業展開

により他地域との差別化を図ることが必要である

ことから、商店街等が自ら行う各種イベント、街

路灯をはじめとする施設整備、空き店舗対策など

の活動に対し、中小企業振興条例に基づく積極的

な支援を展開している。

　また、市民協働事業として、市民団体や関係機

関、商店街等が連携し、まちなかの賑わいづくり

に向け取り組んでいる。

○経営基盤強化への支援

厳しい経済環境下において、中小企業の経営安定

や経営体質の強化を図るため、中小企業未来資金保

証融資制度等の各種融資制度を整備するとともに、

融資にかかる信用保証料の補助等を行うことにより、

中小企業の資金調達の円滑化を支援している。

また、中小企業の人材育成に対する支援につい

て、中小企業振興条例に基づく支援制度や国・県に

よる各種支援制度の利用促進に努めているほか、会

津若松商工会議所をはじめとした経済団体と緊密に

連携を図ることにより、各企業の実情に応じたきめ

細やかな経営支援を行っている。

○地場産業振興施策の展開

本市経済の発展に大きな役割を果たしてきた地場

産業を取り巻く環境は、後継者問題や生活様式の変

化、消費者ニーズの多様化等による消費低迷などの

問題を抱えている。

伝統産業の振興を図るためには、後継者育成を含

めた経営基盤の強化が必要であり、伝統技術を継承

する後継者の養成及び自立を支援するとともに、事

業者の意欲的な取り組みに対し、関係機関と連携を

図りながら側面的な支援を行っている。

　また、平成 13年に開設された「県ハイテクプラザ

会津若松技術支援センター」は、地場産業の技術開

発基盤を支える施設であり、今後も地場産業振興の

中核として、会津大学との連携を含め積極的な活用

を図っていく。

さらに、伝統的工芸品と地場産品に対する理解

と関心を高め、会津地域の幅広いものづくりの振

興を図るため、「会津ブランドものづくりフェ

ア」を開催し、会津のものづくり文化を地域内外

に発信するとともに、地域の特色ある資源の魅力

に磨きをかけ、地域産業の振興を図る。

○情報化対策の推進

地域社会が着実な発展を遂げていくには、情報化

対策は避けて通れない重要課題である。帝国データ

バンク等の各種情報の収集提供をはじめ、会津大学

や商工会議所、関係団体等との連携をより密にして

地域情報の収集など、情報ネットワークの推進に努

める。また、首都圏経済人との交流を図り、種々の

情報ネットワークの確立を図っていく。
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◆商業の推移

年度 種  別
商店数
（店）

従業員数
（人）

年間販売額
（万円）

H14

卸売業 530 4,018 20,891,886

小売業 1,564 9,214 16,026,122

計 2,094 13,232 36,918,008

16

卸売業 533 3,814 17,555,772

小売業 1,493 8,859 15,256,041

計 2,026 12,673 32,811,813

 19

卸売業 493 3,515 15,196,559

小売業 1,515 9,608 16,178,849

計 2,008 13,123 31,375,408

24

卸売業 474 3,256 14,249,827

小売業 1,339 8,468 13,320,916

計 1,813 11,724 27,570,743

◆商業占有率の推移              （単位：％）

年

度

卸売業+小売業 卸売業 小売業

対会津 対福島県 対会津 対福島県 対会津 対福島県

S63 70.4 8.5 87.0 8.8 51.1 7.9

 H3 72.1 8.7 86.9 9.2 51.5 7.8

  6 69.9 8.5 86.0 9.0 50.0 7.6

  9 67.7 8.1 84.0 8.0 52.7 8.3

 16 68.1 6.9 82.5 6.6 56.7 7.3

19 69.4 6.7 84.2 5.8 59.5 7.9

24 67.7 7.5 82.1 7.5 56.5 7.6

◆大規模小売店舗数 （平成28年 3月 31日現在）

区 分 店舗数
店舗面

積(㎡)
備考

大規模小売店舗 38 132,487 1,000㎡以上

◆販売効率等 

区 分 業 種 H24年 19年 16年  9年

1 店当りの

従業員数

(人)

平  均 6.5 6.5 6.2 6.1

卸売業 6.9 7.1 7.2 8.4

小売業 6.3 6.3 5.9 5.4

1 店当りの

年間販売額

(万円)

平  均 15,207 15,625 16,195 21,621

卸売業 30,063 30,824 32,937 51,162

小売業 9,948 10,679 10,218 11,733

従業員1人

当りの年間

販売額(万

円)

平  均 2,352 2,391 2,589 3,523

卸売業 4,376 4,323 4,602 6,108

小売業 1,573 1,684 1,722 2,178

1 店当りの

売場面 積

(㎡)

小売業 143.5 143.1 85.6 101.8

　※平成 19年までについては商業統計調査の県公表確定
　　値、平成24年については、経済センサス―活動調査
　　県公表確定値を採用
　※商業統計調査と経済センサス―活動調査については調
　　査方法が異なるため厳密には数値が連結しない
　

◆大型小売店舗の出店経過

区  分 第一種 第二種 計
平成4年
度以前

6件
(36,281㎡)

20件
(23,133㎡)

26件
(59,414㎡)

5年度 -
5件

(4,179㎡)

5件

(4,179㎡)

6年度
1件

(4,111㎡)

6件

(8,454㎡)

7件

(12,565㎡)

7年度 -
2件

(1,669㎡)

2件

(1,669㎡)

8年度
1件

(4,308㎡)

4件

(8,385㎡)

5件

(12,693㎡)

9年度 -
3      件      

(2,193㎡)
3      件      

(2,193㎡)

10年度 - -  -  

11年度
1件

(4,985㎡)
-  

1件
(4,985㎡)

12年度
    2件  (6,859㎡)
　　※法律改正により 1000㎡以上

13年度 1件 （3,208㎡）

14年度 2件 （7,356 ㎡）

15年度 2件 （10,665 ㎡） 

16年度 2件 （5,372 ㎡）

17年度 3件 （25,452㎡）

18年度 2件 （4,586㎡）

19年度 0件 

20年度 2件  (7,189㎡）

21年度 2件  (7,592㎡）

22年度 1件  (1,100㎡）

23年度 0件

24年度 1件  (1,990㎡)

25年度 0件

26年度 0件

27年度 0件

 ※ (  )内は売り場面積

-167-

商業の概況



◆企業の倒産状況              （単位：万円）

区分 件数 負債総額 １件当り負債額

 27年  1 193,000 193,000

 26年  4 25,800 6,450

 25年  2 5,000 2,500

 24年  5 327,000 65,400

 23年  7 115,350 16,479

 22年 10 210,600 21,060

 21年 12 　147,200 12,267

20年 23 　729,700 31,726

19年 15 7,921,400 528,093

18年 16 1,523,200 95,200

17年 15 761,800     50,786

16年 22 475,200   21,600

15年 21 479,600 22,838

◆製造業の実態（平成26年）

  ○事業所数　

区    分 事業所数(所) 構成比(％)

漆器関連産業 31 15.58

食品関連産業 50 25.13

木工関連産業 11 5.53

金属関連産業 15 7.54

機械器具関連産業 15 7.54

電子精密機械工業 24 12.06

そ  の  他 53 26.63

計 199 100.00

　○従業員数

区    分 従業員数(人) 構成比(％)

漆器関連産業 401 5.01

食品関連産業 1,103 13.77

木工関連産業 78 0.97

金属関連産業 456 5.69

機械器具関連産業 708 8.84

電子精密機械工業 4,044 50.49

そ  の  他 1,220 15.23

計 8,010 100.00

 　○年間出荷額等                 （単位：万円）

区  分 出荷額 加工費等 計
構成比

(％)

漆器関連産業 216,505 70,060 286,565 1.35

食品関連産業 1,289,325 160,653 1,449,978 6.83

木工関連産業 146,577 41,049 187,626 0.88

金属関連産業 7,220,232 330,951 7,551,183 35.58

機械器具関連産業 985,875 120,323 1,106,198 5.21

電子精密機械工業 8,059,815 153,648 8,213,463 38.70

そ の 他 2,262,997 165,636 2,428,633 11.44

計 20,181,326 1,042,320 21,223,646 100.00

◆工場立地動向

  ○新増設別動向

区   分 27年 26年 25年 24年 23年 22年

新   設 1 1 2 3 3 1

増   設 2 4 1 3 0 2

計 3 5 3 6 3 3

  ○新増設別動向

区   分 27年 26年 25年 24年 23年 22年

漆器関係 0 1 0 1 0 0

木工関係 0 0 0 0 0 0

化学関連 0 0 0 0 0 2

金属関連 1 2 1 2 2 0

一般機械 0 1 0 0 0 0

電子･精密 1 1 1 0 0 1

その他 1 0 1 3 1 0

計 3 5 3 6 3 3

※　数値は、福島県工業開発条例に基づく届出件数

-168-

工業の概況



◆製造業の推移

区  分
事業所数

(所)

従業員数

(人)

年間出荷額

(万円)

昭和56

    57

    58

    59

    60

    61

    62

    63

平成元

     2

     3

     4

     5

     6

     7

     8

  　 9

 　 10

  　11

    12

　  13

　  14

　  15

　  16

 　 17

　  18

　  19

　  20

 　 21

    22　

　　23

　　24

　　25

　　26

  586

  570

1,243

  553

1,181

  561

  528

1,114

  522

1,049

  473

  423

  925

  377

　815

　342

　360

　832

  342

　711

　288

　269

　600

　295

　288

　272

　268

　501

　233

 　218 

  361

　203

  200

　199

13,038

13,066

14,788

14,145

15,681

14,767

14,076

15,106

13,894

14,738

13,301

12,876

13,632

10,545

12,571

11,328

11,214

12,229

10,571

11,557

10,161

 9,913

10,211

10,984

10,910

10,960

11,552

10,701

 9,134

 8,814

 5,959

 7,896

 8,065

 8,010

17,842,603

18,710,485

20,772,891

26,720,669

27,583,636

26,550,074

27,864,591

32,429,215

32,003,251

33,981,262

31,552,829

29,222,237

29,417,106

29,788,125

39,102,940

38,498,492

41,076,607

29,614,068

26,455,963

28,152,886

29,072,606

26,426,858

24,901,995

29,702,248

29,457,462

33,527,139

32,284,242

22,835,180

21,842,362

23,570,794

17,690,099

19,105,507

21,804,054

21,223,646

※  昭 和 56 、 57 、 59 、 61 、 62 、 平 成

元、3、4、6、8、9、11、13、14、16、17、

18、19、21、22、23、24、25、26年につい

ては、従業員数が4人以上の事業所の集計。

　　網掛け部分は全事業所調査の集計。

※ 平成 16年、17年については、旧北会津村、

旧河東町分も含む
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◆中小企業未来資金保証融資制度

市内で同一事業を１年以上営み、市税を完納して

おり、福島県信用保証協会の信用保証を受けられる

中小企業信用保険法第２条第１項に規定する中小

企業者に融資する。（「セーフティネット保証」、「東日

本大震災復興緊急保証」の利用者を含む。）

〈資金使途〉    　運転資金及び設備資金

〈融資枠〉     　 2,400,000千円

〈預託額〉        　600,000千円

〈運用倍率〉    　4.0倍

〈預託利率〉  　  無利子

〈融資限度額〉  　1,000万円以内

〈償還期間〉   　 設備資金10年以内

　　　　　　　　　運転資金７年以内

              　　（共に１年以内の据置可）

〈融資利率〉    

   ・融資期間5年以内　　　　 年2.2％以内

　　　　　　　　　　　　　　（※1.7％以内）

   ・   〃    5年超7年以内　 年2.3％以内

　　　　　　　　　　　　　　（※年1.8％以内）

   ・   〃    7年超10年以内　年2.4％以内

　　　　　　　　　　　　　　（※年1.9％以内）

　　※「セーフティネット保証」、「東日本大震災復興緊

急保証」利用時の利率

〈信用保証料率〉保証協会の所定の扱いによる

〈信用保証料補助〉 信用保証料の全額を補助

　　　　　　　　※ただし平成29年 3月 31日までに保証承諾され

たものに限る。　　

〈担保〉          金融機関の所定の扱いによる

〈保証人〉        　　　　　〃

〈融資の状況〉　　

区分
融 資 額 貸 付 残 高

件数 金額(千円) 件数 金額(千円)

27年度 107 508,900 494 1,459,650

26年度 113 511,700 495 1,599,148

25年度 193 1,002,750 435 1,690,067

24年度 118 544,667 381 1,252,064

◆工場設置融資制度

会津若松市企業立地促進条例第 3条第1項の規定

により市長の指定する地域に工場、植物工場、研究

所又はコールセンターを新設、増設又は移転する

中小企業者に融資する。

〈資金使途〉　　設備資金

〈指定する地域〉工業地域等

〈預託額〉　　　16,100千円

〈運用倍率〉    3倍

〈預託利率〉　　無利子

〈融資限度額〉  1億円以内

〈償還期間〉    15年以内（1年以内の据置可）

〈融資利率〉    5年以内：年2.0％以内

　　　　　　　　5年超10年以内：2.2％以内

　　　　　　　　10年超15年以内：2.5％以内

　　　　　　（保証付の場合は年0.1％割引き）

〈信用保証料率〉保証協会の所定の扱いによる

〈担保保証人〉  金融機関の所定の扱いによる

〈融資の状況〉

区分
融 資 額 貸 付 残 高

件数 金額(千円) 件数 金額(千円)

27年度 0 0 10 43,645

26年度 0 0 12 53,089

25年度 0 0 12 69,250

◆地域総合整備資金貸付（ふるさと融資）制度

地域振興につながる民間の事業活動等を支援し、

活力と魅力ある地域づくりを推進するために、地域

総合整備財団の支援を得て事業資金を無利子で融資

する。

〈対象事業の要件〉次の要件を全て満たすこと

①公益性、事業採算性、低収益性等の観点か
ら実施される事業

②事業地域内において 1人以上の新たな雇用
の確保が見込まれる事業

③設備投資の総額(用地取得費を除く)が
1,000万円以上の事業

④用地取得等の契約後 5年以内に営業が開始
される事業

〈対象事業者〉  第 3セクターを含む法人事業者
〈融資額〉     貸付対象事業に係る借入総額の

45％以内で 16.8 億円を限度とす
る

〈償還期間〉    15 年以内（5年以内の据置期間を
含む）

〈融資利率〉    無利子
〈担保保証人〉  民間金融機関等の連帯保証

◆会津漆器協同組合融資制度

会津漆器協同組合員に融資する。

〈資金使途〉   手形割引

〈預託額〉     40,000千円

〈運用倍率〉   4倍
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〈預託利率〉   無利子

〈融資限度額〉 700万円以内

〈融資利率〉   年 2.0％

（融資の状況〉

区分
融 資 額 貸 付 残 高

件数 金額(千円) 件数 金額(千円)

27年度 56 23,285 14 10,366

26年度 75 34,179 21 12,713

25年度 85 32,999 27 11,834

24年度 134 46,408 29 16,309

◆中小企業等協同組合融資制度

商工中金に出資している中小企業の各種団体及び

その構成員の全業種（ただし、貸金業、遊興娯楽、

風俗営業等に一部制限あり）に融資する。

〈資金使途〉    運転資金及び設備資金

〈預託額〉      75,000千円

〈預託利率〉    0.025％

〈融資限度額〉  商工中金所定の取り扱いによる。

〈融資期間〉    運転10年以内、設備15年以内

               （2年以内の据置可）

〈融資利率〉    商工組合中央金庫所定利率

〈信用保証料率〉保証付の場合は保証協会所定利率

〈担保〉        必要に応じて

〈保証人〉      原則役員その他の保証人が必要 

〈融資の状況〉

区分
融 資 額 貸 付 残 高

件数 金額(千円) 件数 金額(千円)

27年度 120 3,996,000 207 6,116,000

26年度 98 2,800,000 186 6,103,000

25年度 94 3,372,000 196 6,633,000

24年度 68 3,208,000 193 6,702,000

◆中小企業未来資金保証融資制度

                 信用保証料補助金交付制度

市中小企業未来資金保証融資制度を利用し、申請

時において納期が到来している市税（国保税を含

む）を完納している中小企業者に交付する。

〈補助対象〉 信用保証料

〈補助率〉   100％（全額補助）
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◆商店街施設設置事業補助金
商店街の環境整備を図るため、共同施設等を設置

する場合、費用の一部を補助する。

〈補助対象〉

    ① 街路灯(1基以上)

    ② アーケード

    ③ 駐車場(普通乗用車5台以上)

    ④ 統一的看板(構成店舗等の 70％以上が設置す

るもの)

    ⑤ イベント広場、ポケットパーク、休憩所、駐

輪場、トイレ、アーチ、ライトアップ施設

    ⑥ 放送設備、案内板、商店街シンボル

    ⑦ ストリートファニチャー

    ⑧ 防犯カメラ

    ⑨ その他、商店街の利便や景観の向上に寄与す

るものと市長が認めるもの

〈補助金額〉

    A 中心市街地活性化基本計画に基づき実施する

事業：3分の2以内

    B 上記以外の事業：3分の1以内

〈補助限度額〉

    ① 3,000万円

    ② 6,000万円

    ③ 3,000万円

    ④   500万円

    ⑤ 3,000万円

    ⑥   500万円

    ⑦ 3,000万円

    ⑧⑨ 500万円

〈対象団体〉

商店街振興組合、商店街振興組合連合会、事業

協同組合、任意商店会、商工会議所、商工会、

街づくり会社

〈対象経費〉

設計費、工事管理費、本体設置等の工事費

※国、県等からの補助金を受ける場合は、当該

補助金相当額を対象経費から差し引く。

〈補助の状況〉

区  分 27年度 26年度 25年度

件    数  (件) 3 2 2

補助金額(千円) 4,641 1,925 2,306

◆事業協同組合共同施設設置事業補助金

事業協同組合などが共同事業を行うため、施設を

設置する場合、費用の一部を補助する。

〈補助対象〉

高度化事業計画に基づき設置する生産、加工、

販売、購買、保管、運送、検査その他組合員の

事業に関する共同施設

〈補助金額〉   100分の20以内

〈補助限度額〉 2,000万円

〈対象団体〉   事業協同組合、事業協同小組合、協

同組合連合会

〈対象経費〉   設計費、工事管理費、本体設置等の

工事費

〈補助の状況〉 平成25年度～27年度　なし

◆イベント事業補助金
事業協同組合や商店街などが行う活性化イベント

等に対して、費用の一部を補助する。

〈補助対象〉

    A 広く一般市民を対象に行うもので、商工業の

伸展に寄与することを目的として、業界全般

に有益な効果を及ぼすものと市長が認める展

示会、見本市又はこれらに類するイベント

    B 商店街の活性化を図るため、広く一般市民の

参加を求めて行うイベント

〈補助対象外〉A 対象経費が50万円未満の場合

　　　　　　　B 対象経費が20万円未満の場合

〈補助金額〉

　　A 100 分の 50 以内(ただし、同一イベント 3年

経過後は100分の30以内)

B 原則5年間を限度

　① 新規～3年目まで：100分の50以内

ただし、市または商店街の計画等に基づ

き実施する場合は3分の2以内

　② 4年目・5年目：100分の30以内

　③ 6年目以降で継続支援が必要と市長が認め

る場合：100分の30以内

〈補助限度額〉

    A 250万円

    B  50 万円(①のただし書に該当する場合は 100

万円、③の場合は前年度補助金額、

②及び③を複数実施する場合は合計

額)

〈対象団体〉

    A 事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連

合会、企業組合、協業組合、商店街振興組

合、商店街振興組合連合会、酒造組合、酒販

組合、環境衛生同業組合、商工団体

    B 商店街振興組合、商店街振興組合連合会、任

意商店会、前述のいずれかを構成員とする団

体

〈対象経費〉

会場設営費(会場借上料を含む)、宣伝広告費、

謝礼金(旅費を含む)、警備委託費、企画・運営

に係る委託費(対象経費の100分の30以内)

※入場料、広告料、協賛金、その他これらに類

する収入がある場合は、その金額を差し引い

た額を対象とする。
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〈補助の状況〉

区  分 27年度 26年度 25年度

件    数  (件) 17 14 18

補助金額(千円) 3,138 3,689 5,506

◆情報ネットワークシステム整備事業補助金
情報化社会に対応した新たな経営基盤確立のため

情報ネットワークシステムの導入やシステム開発等

を行う場合、費用の一部を補助する。

〈補助対象〉

    A システム開発事業(市長が適当と認める情報シ

ステムを導入する場合)

     ① 実行(採算)可能性調査事業

     ② システム設計事業(①の事業終了後)

     ③ プログラム開発事業(②の事業終了後）

    B 機器設置事業(ポイントカードシステム等の情

報処理機器の購入及び設置事業)

〈補助金額〉

A 100分の30以内

B ①街づくり会社が事業主体、又は中心市街地

活性化基本計画策定地域内において複数商

店街にまたがる広域的な事業：3分の 1以

内

　　　②上記以外の事業：100分の30以内

〈補助限度額〉 A ① 200万円、②③ 500万円

　　　　　　　 B ① 3,000万円、② 2,000万円

〈対象団体〉

事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合

会、企業組合、協業組合、商店街振興組合、商

店街振興組合連合会、酒造組合、酒販組合、環

境衛生同業組合、任意商店会、商工会議所、商

工会、街づくり会社

〈対象経費〉    A 事業実施に直接要した経費

　　　　　　　　B 購入費及び設置費

〈補助の状況〉　平成25年度～27年度　なし　

◆研究開発調査事業補助金
新製品や新技術の研究開発、新たな事業・サービ

ス等に係る調査・分析事業等を行う場合、費用の一

部を補助する。

〈補助対象〉

新製品・新商品の研究開発事業、新技術の研究

開発事業、デザイン開発事業、新たな事業・

サービス等に係る調査・分析事業

〈補助対象外〉  対象経費が30万円未満の場合

〈補助金額〉    100分の50以内

〈補助限度額〉  200万円

〈対象団体〉

事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合

会、企業組合、協業組合、商店街振興組合、商

店街振興組合連合会、酒造組合、酒販組合、環

境衛生同業組合、任意商店会、商工団体、街づ

くり会社

〈対象経費〉

原材料費、機械装置の購入や借用に係る経費、

設計依頼や試験依頼に要した経費、注文加工

費、調査・分析に係る委託費、その他市長が必

要と認めた経費

〈補助の状況〉　　　

区  分 27年度 26年度 25年度

件    数  (件) 0 1 0

補助金額(千円) 0 350 0

◆人材育成事業補助金
研修事業を主催する場合や、他の団体等の主催す

る研修事業に参加する場合、費用の一部を補助す

る。

〈補助対象〉

    A 研修事業を主催する場合

    B 他の団体等の主催する研修事業に参加する場

合

    C 独立行政法人中小企業基盤整備機構や県等の

主催する研修事業に参加する場合

〈補助対象外〉① 大半が業務に直接関係しない一般

教養の向上、スポーツ、レクリ

エーションに類するもの

② 大会、総会への出席が主たる目的、

内容等である場合

〈補助金額〉   100分の50以内

〈補助限度額〉 A 50万円・B 20万円・C 10万円

〈対象団体〉

A及び B 事業協同組合、事業協同小組合、協同

組合連合会、企業組合、協業組合、商

店街振興組合、商店街振興組合連合

会、酒造組合、酒販組合、環境衛生同

業組合、任意商店会、商工団体、街づ

くり会社

C       中小企業者(同一中小企業者の利用は1

回を限度とする)

〈対象経費〉   

参加に要する旅費(市の規定による往復の交通

費及び宿泊代の範囲内)、参加負担金、資料

代、会場借上料、講師謝礼金(旅費を含む)

　　※研修参加者からの参加料またはこれに類する

費用を徴収する場合は、その収入を差し引い

た額を対象とする。

〈補助の状況〉

区  分 27年度 26年度 25年度

件    数  (件) 5 8 3

補助金額(千円) 906 1,217 749
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◆商店街空き店舗対策事業補助金
商店街の空き店舗や空き地を活性化のために利活

用する場合、費用の一部を補助する｡

〈補助対象〉

    A 賃借料

      ① 商店街の空き店舗又は空き地を集客力向上

のためのコミュニティスペースとして利用

する事業

      ② 商店街等が自ら選定した業種を道路に面し

た1階の空き店舗に誘致する事業

    B 空き店舗改装費(道路に面した1階の空き店舗

をコミュニティスペースとして利用する場合

の店舗改装事業)

〈補助金額〉

    A　3年間を限度

　　　① 1年目：3分の2以内

　 2年目：2分の1以内

　 3年目：3分の1以内

　　　② ア 中心市街地活性化法または地域商店街

活性化法の認定計画エリア内及び新規

創業者

　　　1年目：3分の2以内

　　　2年目：2分の1以内

　　　3年目：3分の1以内

　　　　 イ 上記以外

　　　1年目：12分の7以内

　　　2年目：12分の5以内

　　　3年目：12分の3以内

　　　　 ※市の単独補助の場合（ア、イ共通）

　　　1年目：3分の1以内

　　　2年目：4分の1以内

　　　3年目：6分の1以内

    B　3分の2以内

〈補助限度額〉

　　A 年 240万円(月 20万円)    B 400万円

〈対象団体〉

商店街振興組合、商店街振興組合連合会、事業

協同組合、任意商店会、商工会議所、商工会、

街づくり会社、特定非営利活動法人(NPO)(地元

商店街と連携する場合に限る)

〈対象経費〉

A 空き店舗又は空き地の賃借料

B 空き店舗の改装費用

〈補助の状況〉

区  分 27年度 26年度 25年度

件    数  (件) 16 13 13

補助金額(千円) 14,685 10,383 7,430

◆商店街施設維持管理事業補助金
商店街などが街路灯を維持・管理している場合、

費用の一部を補助する。

〈補助対象〉

商店街などが自ら維持・管理している街路灯(5

基以上)

〈補助対象外〉  企業の広告看板等がある街路灯

〈補助金額〉    100分の30以内

〈補助限度額〉  実績補助

〈対象団体〉    

     商店街振興組合、商店街振興組合連合会、事業

協同組合、任意商店会、商工会議所、商工会、

街づくり会社

〈対象経費〉   電気料金

〈補助の状況〉

区  分 27年度 26年度 25年度

件    数  (件) 14 13 12

補助金額(千円) 1,048 1,484 1,376

◆チャレンジショップ支援事業補助金
起業者育成のため、創業支援店舗として空き店舗

を利用する場合、費用の一部を補助する。

〈補助対象〉

中心市街地活性化基本計画策定地域内の商店街

の空き店舗を、起業者育成のため創業支援店舗

として利用する事業

〈補助金額〉    100分の50以内(2年間を限度)

〈補助限度額〉  年 270万円(月 22.5万円)

〈対象団体〉

商店街振興組合、商店街振興組合連合会、任意

商店会、商工会議所、商工会、街づくり会社、

特定非営利活動法人(NPO)(地元商店街と連携す

る場合に限る)

〈対象経費〉    賃借料

〈補助の状況〉　平成25年度～27年度　なし　

◆社会課題・地域課題解決事業補助金
商店街等での社会課題・地域課題の解決や活性化

に資する事業を実施する場合、費用の一部を補助す

る。

〈補助対象〉

商店街等で実施する社会課題・地域課題の解決

及び活性化に資する事業

　　※実施する地区の地元商店街等との連携を条件

とし、審査会を経て決定する。

〈補助金額〉    3分の2以内

〈補助限度額〉  100万円
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〈対象団体〉

商店街振興組合、商店街振興組合連合会、任意

商店会、商工会議所、商工会、街づくり会社、

商店街の会員である民間事業者、特定非営利活

動法人(NPO)、公益目的事業を行うことを主た

る目的とする団体で市長が認めるもの

〈対象経費〉

会場設営費(会場借上料、賃借料を含む)、宣伝

広告費、謝礼金(旅費を含む)、警備委託費、企

画・運営に係る委託費(対象経費の 100分の 30

以内)、空き店舗を活用する場合の改装費

〈補助の状況〉 平成26年度～27年度　なし

　　　　　　　　※平成26年度より新設

◆組織化奨励金
事業協同組合など新規に法律に基づく中小企業団

体を組織化する場合、奨励金を交付する。

〈補助対象〉

中小企業者が、次の組合等を新規に設立する場

合

事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合

会、企業組合、協業組合、商店街振興組合、商

店街振興組合連合会

〈奨励金額〉  1団体につき

　　　　　　　15万円 ＋ (3,000円×組合(員)数)

〈交付の状況〉　平成25年度～27年度 　なし

　

　長い歴史と伝統に育まれ、本市を代表する地場産

業である会津漆器産業の技術後継者の養成及び会津

漆器のＰＲと販路拡大を図ることを目的に、様々な

支援を実施している。

◆会津漆器技術後継者訓練奨励金

雇用する労働者に技能を習得させるため、会津漆

器技術後継者訓練校の行う職業訓練を受講させた事

業主に対して、訓練機関において奨励金を交付す

る。雇用する労働者１人に対して、月 72,000

円を支給する。

◆会津漆器使用拡大支援補助金

市内外の旅館、ホテル、飲食店等が業務用として会

津漆器を購入又は賃借する場合、及び会津漆器協同

組合が販路開拓のための事業を行なう場合、その経費

の一部を補助する。 

購入

の場合

レンタル

の場合

販路開拓

の場合

<補助率>
購入費の

5分の1以内

レンタル料の

2分の1以内

販路開拓費の

2分の1以内

<補助限度額> 50万円 20万円 50万円

<対象団体>
市内外の旅館、ホテル、

飲食店、割烹、料亭等

会津漆器

協同組合

◆公共建築物建設経費1％漆製品予算化事業

　　本市が全国でも屈指の漆器産地であることを、

　広く市民や観光客の方々にＰＲするため、市が公

　共建築物を建設する際に、その建設経費の1％を

　会津塗りのパネルや壁画、建築部材等の経費に割

　り当て、漆を身近に感じるまちづくりを展開する

　ことを目的に、「公共建築物建設経費1％漆製品

　予算化事業」を平成 8年度から実施している。

　〈平成 8年度実施施設〉　

　　　・ノーマライズ交流館パオパオ（パネル）

　　　・片柳デイサービスセンター（パネル）

　　　・片柳町集会所（施設名表示看板）

　　　・厩町市営住宅（案内板）

　〈平成9年度実施施設〉

　　　・身体障害者療護施設アガッセ（オブジェ）

　〈平成10年度実施施設〉

　　　・湊小学校（パネル）

　〈平成14年度実施施設〉

-175-

会津漆器産業に対する支援制度



　　　・小金井小学校（パネル）

　〈平成22年度実施施設〉

　　　・会津若松市生涯学習総合センター　會津稽古堂

　　　　(1Fブック型案内板、会津図書館看板、屋外の柱)

　市内の住宅関連産業や商業者を中心とした地域経

済の活性化と地産地消の推進を図るため、会津若松

市産材及びその他福島県産材を使用した木造住宅を

新築又は購入し、市内の小売店で日常的な物品の購

買を行った個人に対して奨励金を支給する。

 ◆支給対象者

　・市内居住のために、地元建築業者に住宅を新築

　　させた個人

　・市内居住のために、地元建築業者が販売した建

　　売住宅を購入した個人

　ただし、

　・賃貸又は売却を目的として住宅を取得した者

　・市税等の滞納のある者

　は対象とならない。

◆対象物件
　・会津若松市産材その他福島県産材を概ね 30％以

　　上使用して建築する住宅

◆支給額
　・建物分に賦課された固定資産税に相当する金額

　　を、税の納付及び小売店での購買を証した領収

　　書での請求をもって３カ年の期間支給する。

　・ただし、３カ年の支給総額は500,000円を限度

　　とする。

　○実施状況

区      分 27年度 26年度 25年度

申請件数(件) 7 7 13
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本市においては、少子高齢化が進行し人口減少が

続く中、これに歯止めをかけ、定住人口の増加と地

域経済の活性化を図ることが喫緊の課題となってい

る。そのような状況のもとで、産業基盤の確立が不

可欠であることから、企業誘致など産業振興に向け

た各種施策に取り組んでいる。特に、企業誘致は産

業振興や雇用拡大をはじめ、定住人口の増加、若者

の地元定着など経済的波及効果が大きい施策である

ことから、積極的に取り組んでいくものであり、新

たな企業誘致の受け皿として、門田町徳久地区に徳

久工業団地を造成しており、平成 28年度の秋に分譲

開始を予定している。

企業立地促進条例に基づく奨励金として、企業立

地奨励金、賃貸借型企業立地奨励金、設備投資奨励

金及び雇用奨励金があり、下記の条件を満たす企業

に奨励金を交付する。

◆対象・要件

(1) 企業立地奨励金

【工場・植物工場の新設の場合】

敷地面積が 1,000㎡以上で、投下固定資産総額

が１億円以上又は新規に雇用する常勤従業員数が

工場は30人以上、植物工場は20人以上

【工場・植物工場の増設の場合】

建築面積が 500㎡以上で、投下固定資産総額が

3,000 万円以上又は新規に雇用する常勤従業員数

が工場は20人以上、植物工場は10人以上

【事業所・研究所・コールセンター新設の場合】

情報サービス業、自然科学研究所、製造業の研

究部門又はコールセンターで、投下固定資産総額

が 5,000万円以上又は新規に雇用する常勤従業員

数が20人以上

【事業所・研究所・コールセンター増設の場合】

投下固定資産総額が 2,000 万円以上又は新規に

雇用する常勤従業員数が10人以上

【工場・事業所・研究所・コールセンターの移転の場合】

移転前と比較し、建築面積を縮小しないもの

(2) 賃貸借型企業立地奨励金

【工場の新設の場合】

　　新規雇用常勤従業員数30人以上

【工場の増設の場合】

　　新規雇用常勤従業員数20人以上

   【事業所・研究所・コールセンター・植物工場の建物賃借による新設の場合】

　　新規雇用常勤従業員数20人以上

   【事業所・研究所・コールセンター・植物工場の建物賃借による増設の場合】

　　新規雇用常勤従業員数10人以上

(3) 設備投資奨励金

【償却資産の設置の場合】

　投下償却資産（機械・装置に限る）総額が 5,000

万円以上、かつ、新規雇用常勤従業員数が1人以上

(4) 雇用奨励金

　　企業立地奨励金、賃貸借型企業立地奨励金又は

設備投資奨励金に該当する場合に、本市に居住す

る常勤従業員10人以上を新規に雇用

◆金額

(1) 企業立地奨励金

工場等の設置後、最初に賦課された固定資産税

（土地・建物分）に相当する金額を3年間交付

(2) 賃貸借型企業立地奨励金

年間の賃借料の 4 分の 1 相当額を 3 年間交付

ただし、単年度の上限を500万円とする。

(3) 設備投資奨励金

　　償却資産の設置後、最初に賦課された固定資産

　　税（償却資産の機械・装置分）に相当する額を

　　1回交付

(4) 雇用奨励金

　　1人につき10万円を1回交付

企業立地促進成功報奨制度は、個人・法人を問わ

ず、企業立地情報を有し、本市への企業誘致に協力

していただき、情報提供や交渉支援などの仲介をも

とに立地が決定し、操業開始に至れば、固定資産評

価額に応じた成功報奨金を交付する。

◆情報提供者

企業立地に関する情報を有し、本市の企業誘致

施策にご協力いただける方で、市と企業の仲介や

交渉等に取り組むことができる者（個人・法人を

問わない。）　※活動費は無償
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 企 業 誘 致 企 業 誘 致
企業誘致推進事業

企業立地促進条例に基づく奨励金

企業立地促進成功報奨制度



◆対象業種

ア　製造業

イ　情報サービス業

ウ　自然科学研究所、製造業の研究部門

エ　植物工場（完全人工光型）

◆支給要件　　

　【製造業、植物工場】

　・面積要件　敷地面積1,000㎡以上

　・投資額要件　固定資産評価額が5,000万円以上

　・雇用要件　市内居住新規雇用常勤従業員数が10

　　　　　　　人以上

　【情報ｻｰﾋﾞｽ業、自然科学研究所、製造業の研究部門】

　・面積要件　事務所等の延べ床面積300㎡以上

　・投資額要件　固定資産評価額が1,000万円以上

　・雇用要件　市内居住新規雇用常勤従業員数が5

　　　　　　　人以上

※操業開始から 3 年以内に上記要件を満たすこ

と。

◆成功報奨金の額

土地及び建物に係る固定資産評価額の 3％以内

（限度額1,000万円）

◆成功報奨金の支払い時期

企業の操業開始後

◆市固定資産税の課税免除　　

　・税目　固定資産税（土地・建物・構築物）

　・要件　製造業、コールセンター等で取得価格 2

億円超（食料品製造業等で取得価格 5千

万円超）

　・期間　課税免除の初年度から3年

◆緑地面積率の緩和

・工場立地法に基づく緑地面積率（緑地と環境施

　設をあわせて25％以上）を緩和する。

　・市の緑地面積率の緩和

環境施設 うち緑地

甲種地区 20％以上 15％以上

乙種地区 15％以上 10％以上

丙種地区 10％以上 5％以上

　　　甲種地区：準工業地域等

　　　乙種地区：工業地域等

　　　丙種地区：工業専用地域、工業団地等

◆設備投資減税

・新規の企業立地に関する設備投資について法人

税の特別償却が可能

　・償却率　機械15％、建物8％
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企業立地促進法に基づく優遇措置



◆特色    　会津地域の中核工業団地として、本市産業に非常に大きなウェイトを占める半導体関連工場を

            中心に、製造工場が多く立地し、本市の重要な産業基盤を形成している。

◆位置    　会津若松市門田町工業団地地内

◆面積    　58.4ha（分譲面積46.4ha）

◆造成年 昭和47年度～昭和56年度

◆造成主体 福島県

◆造成方法 公的開発

◆分譲価格 12,600円/㎡

◆分譲状況 昭和57年 9月～昭和59年 11月（完売）
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会津若松工業団地

 工 業 団 地 工 業 団 地

②

③

⑤

⑤⑦

21

22

23

22

24

25

26

27

11

28

29

⑨



◆立地企業

№ 企　　　業　　　名 業　　　　種 操業年月

1 ㈱台和会津事業所 漆器製造業 平成　元．　９

2 丸隆工業㈱ 機械・同部分品製造業 平成１３．１１

3 入三鋼材㈱　 鉄鋼業 昭和５７．　７

4 ㈱野尻金属 非鉄金属第２次製錬業 昭和５９．１１

5 ㈱ピーアンドエム 機械・同部分品製造業 平成１４．　５

6 ㈲原田表装店 平成２８．

7 ㈲今美愛塗装工業 自動車整備業 平成　２．　９

8 今野建具製作所 建具製造業 昭和６１．　６

9 ㈲キョーケン

10 ㈲馬場建築 木造建築工事業 昭和６０．　１

11 塩谷硝子工業㈱福島工場 ガラス製品製造業 昭和６３．　７

12 川田木工所 仏具製造業 昭和５６．　７

13

14 福島情報処理センター 情報処理 平成２５．　４

15 ㈱ナショナルベンディング 食品製造業 平成２６．　１

16 ㈱パックス 加工紙製造業 昭和６１．１０

17 ㈲城南製作所 建築用金属製品製造業 昭和５６．　１

18 ㈲若松環境衛生センター 廃棄物収集運搬業 昭和５９．　１

19

20 会津リブ工業㈱ 板金・金物工事業 平成　２．　４

21 会津コスモス電機㈱ 自動車電装品製造業 平成２１．１２

22

会津富士通セミコンダクター㈱

会津富士通ｾﾐｺﾝﾀﾞｸﾀｰｳｪﾊｰｿﾘｭｰｼｮﾝ㈱

会津富士通ｾﾐｺﾝﾀﾞｸﾀｰﾌﾟﾛｰﾌﾞ㈱

電子部品・デバイス製造業

平成２６．１２

平成２６．１２

平成２７. １２

23 会津富士通ｾﾐｺﾝﾀﾞｸﾀｰﾏﾆｭﾌｧｸﾁｬﾘﾝｸﾞ㈱ 電子部品・デバイス製造業 平成２６．１２

24 ㈱富士通ファシリティーズ・エンジニアリング 熱供給業 平成　６．　５

25 大陽日酸㈱会津ガスセンター門田センター ガス業 昭和５７．１０

26 ㈱三和化学研究所ＦＵＫＵＳＨＩＭＡ工園 医薬品製造 昭和６０．　８

27 ㈱スズケン福島営業部会津支店 医薬品卸売業 平成２３．１０

28 ㈱ケアネット　会津サービスセンター 介護事業所 平成２２．　５

29 ㈲丸意高橋産業 木製容器製造業 昭和５５．１１
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◆特色      既成市街地における住工混在の解消と、新たな工場の誘致のために整備した工業団地

◆位置      会津若松市門田町大字一ノ堰地内

◆面積      13.8ha（分譲面積8.6ha）

◆造成年    平成5年度～平成6年度

◆造成主体  会津若松地方土地開発公社（プロパー事業）

◆造成方法  開発行為

◆分譲価格  31,600円/㎡

◆分譲状況  平成11年 9月完売

◆事業経過  平成3年度    基本計画策定

                   4年度    用地取得、基本調査、実施設計

                   5年度    開発行為許可、造成工事

                   6年度    造成工事、分譲開始  

                   7年度～  分譲
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一ノ堰工業団地



◆立地企業 

No. 企      業      名 業      種 操業年月

1 - 1 (有)矢部工業 金属製品製造業

2 - 1
3-1-1

 北日本印刷(株) 印刷業 平成 9年 11月

3-1-2 丸善商事(株) 紙製品卸売業 平成28年

3 - 2

3 - 3
 会津パッケージ(株) 紙製品製造業 平成 7年 9 月

3 - 4 丸善商事(株) 紙製品卸売業 平成11年 2 月

3 - 5 佐竹建築 建築業 平成 8年 6 月

3 - 6 鈴木工芸 漆器製造業 平成 8年 8 月

3 - 7 アートプラン建設(株) 土木建築業 平成 9年 5 月

3 - 8 加藤建具店 建具製造業 平成 9年 10 月

3 - 9 (有)会津公衛建設 建設業 平成 8年 7 月

3 -10 (有)三浦建設 建設業 平成 8年 4 月

3 -11 (有)海宣 看板製造業 平成 8年 3 月

3 -12 (株)櫻木建設 建設業 平成 9年 7 月

3 -13 (有)進弘製作所 一般機械器具製造業

3 -14 (有)樋浦建築 建築業 平成 9年 4 月

3 -15 伸和住宅(株) 建築業 平成 9年 4 月

3 -16 五十嵐自動車鈑金 自動車整備業 平成 7年 10 月

3 -17 東北電力(株) 電力

4 - 1 丸善商事（株） 紙製品卸売業

4 - 2 東北電力（株） 電力

4 - 3 (有)オートパーツアマルク 廃自動車の収集・運搬・解体業

4 - 4 (有)会津由建 建築業 平成 8年 7 月

4 - 5 日の出印刷 印刷業 平成 7年 11 月

5-1-1 (有)馬場建築 建築業 平成11年 8 月

5-1-2 －

6 - 1 (株)満田屋 食品製造業 平成 9年 6 月

6 – 2 (株)ミリオ 電気機械器具製造業 平成10年 8 月

7 – 1 (有)小沢豆腐店 食品製造業

7 – 2 (有)タケマタ 建築業 平成 8年 3 月

7 – 3 (株)山忠商事 看板製造業 平成10年 4 月

7 – 4 (有)福田土建 建設業

8 – 1 (有)大島機械製作所

8 – 2

8 – 3
 (有)オートパーツアマルク 廃自動車の収集・運搬・解体業

8 – 4 エスアイ(株) 看板・標識製造業

8 – 5 (有)浅沼住宅 建築業 平成 8年 4 月

8 – 6 (有)中村豊蔵商店 漆器製造業 平成10年 4 月

9 – 1 土橋建具店 建具製造業 平成 7年 8 月

9 – 2 (有)荒井工務店 建築業

9 – 3 (有)オートパーツアマルク 廃自動車の収集・運搬・解体業

9 – 4

9 – 5
荒川産業(株)　※アマルク 鉄鋼業 平成 8年 11 月

9 – 6 東北土木(株) 舗装材料製造業 平成 9年 1 月

10 - 1 (有)オール物産 卸売業 平成17年 4 月

10 - 2 雄昭建設(有) 建設業 平成11年 5 月

10 - 3 黒岩建設(有) 建設業 平成 9年 4 月

11-1-1 エース工芸 看板製造業 平成11年 7 月

平成11年 7 月11-1-2 特定非営利活動法人ピーターパンネットワーク 障がい者福祉共同生活援助事業 平成25年 4 月
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◆特色        一箕町に昭和42年に立地した富士通(株)　 ◆事業経過 

　　　　　　 会津工場が、設備老朽化等に伴い移転が必　  

             要となったため、その移転用地として整備

　           した工業団地である。

◆位置        会津若松市神指町大字高久地内

◆面積        24.3ha（分譲面積20.5ha）

◆造成年      平成8年度～平成9年度

◆造成主体    会津若松地方土地開発公社（プロパー事業）

◆造成方法    開発行為

               （市街化調整区域における大規模開発）

◆分譲価格　　24,450円/㎡、24,756円/㎡　他

◆分譲状況　平成15年に完売  

◆立地企業 

No. 企      業      名 業      種 操業年月

1 大陽日酸(株) ガス業 平成13年  6月

2 (株)ジェイデバイス 電子部品・デバイス製造業 平成24年 12月

3
日本テキサス・インスツルメンツ セミコンダク

ター(株)会津工場
電子部品・デバイス製造業 平成22年  9月
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会津若松高久工業団地

平成7年度    ・農村活性化土地利用構想の策定

             ・農振除外、農地転用

       　　 ・都市計画法に基づく開発許可手続き

             ・用地取得

             ・埋蔵文化財試掘、発掘調査

平成8年度   ・埋蔵文化財発掘調査

             ・造成工事

平成9年度   ・立地基本協定の締結

             ・造成工事完了

平成15年度  ・完売

㈱ジェイデバイス



◆特色　　　旧北会津村の北会津村真宮土地区画整理事業として整備した工業団地である。

◆位置　　　会津若松市真宮新町　

◆面積　　　33.4ha（分譲面積　25.5ha）

◆事業年次　昭和58年度から昭和60年度

◆事業主体　北会津村真宮土地区画整理組合

◆開発手法・整備手法　土地区画整理事業

◆分譲価格　約10,600円／㎡

◆分譲状況　完売
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北会津工業団地（真宮工業団地）
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◆立地企業

№ 企　業　名 業　種 操業年月

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

福島県保健衛生協会(財)

(医)二瓶クリニック

真宮薬局

東日本フード㈱

㈱シンエイ

㈲五十嵐組

㈲会和工務店

タイヤランド㈱会津

㈱セルクル会津工場

東日本通商㈲

アイボディケア㈱会津工場

高橋凡建築㈲

リオンドール㈱流通センター

会津オリンパス㈱北会津工場

藤建

㈲武藤製作所

㈱KURITA

㈲フジテクニカル会津営業所

アイテックサービス若松

コジマ建設

アベ板金

㈱ダイエー北会津店

一休さん大黒堂墓石センター

㈲マルキ建築

㈲マルシゲモーター商会

㈱日和ロジ　中野

㈱鈴和起設　作業所

庄建技術㈱会津営業所

ワカデン工業㈲　北会津工場

㈲スミルーフ

雪下工務店

アライ㈱

ヒメジ理化㈱

郡山観光運輸㈱会津営業所

保健衛生業

医療業

医薬品小売業

建設業

建設業

建設業

自動車部品販売業

クリーニング業

建設資材販売業

自動車整備業

建設業

食料品製造業

精密機械器具製造業

精密部品加工業

工作機械器具・一般機械器具販売業

通信・電話会社設備工事業

建設業

サービス業

卸売業

自動車整備業

建設業

建設コンサルタント業

電気機械器具製造業

建設業

建設業

建設コンサルタント業

石英硝子器具製造業

運送業

平成元年 10 

昭和63年 11月

平成元年 12 月

平成26年
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35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

㈲福寿電気

㈱大善ﾘｵﾝﾄﾞｰﾙﾁﾙﾄﾞｾﾝﾀｰ

㈱岩村製餡工場

リバティ㈱

IKESHO

㈲共生　真宮工務センター

㈱共進

mamiyaつどいの家

ケアホーム楓

ケアホーム桂

会津圧接工業㈲

サカエ商会

㈱ジェーシーエス会津営業所

㈲白鳳建設

㈲日進技工

グリーンレンタル㈱

㈱江戸屋　蔵粋浪漫

㈱廣村商事

板橋建材㈱

大内わら工品㈱会津営業所

㈱ピカット東北　真宮工場

㈱マルヤス　会津工場

㈱佐藤ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ店　ﾘﾈﾝｻﾌﾟﾗｲ工場

大陽日酸ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱会津機器製

作

光和建材㈱会津営業所

㈱アフィ工業

郡山トラック運送㈱引っ越しセン

ター

会津本郷貨物運送㈱

日本相互技研㈲

佐藤商事㈲

後藤歯科商会

福島空調システム

㈱ハーテック

日章重設㈱

電気機械器具製造業

小売業

食料品製造業

建設業

建設業

運送業

福祉

福祉

福祉

建設業

自動車整備業

建設業

建設業

食料品製造業

建設業

農業資材製造業

一般機械器具製造業

クリーニング業

高圧ガス関連設備製造業

卸売業

運送業

運送業

製造業

昭和59年 6 月

平成 3年 11 月

平成元年  2 月

平成元年 12 月

平成 3年 10 月
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69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

㈲紙屋商店

㈱大善北会津営業所

江信特殊硝子㈱会津工場

㈲根本防水

くまんち

㈱エムティアイ会津工場

㈱カナモト　会津営業所

㈱大印

㈱安中製作所　会津営業所

㈲オガワ産業

㈲二瓶米店

会津信用金庫

ジャス㈱

薄　商店㈲

総合緑建㈱

広大㈲

福福亭

遠七

食料品製造業

石英硝子器具製造業

金属製品製造業

金融業

建設業

建設業

昭和62年 9 月

平成19年 1 月

平成元年  5 月
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◆特色　  　 磐梯河東ＩＣから程近い河東町に、新たに整備した豊かな自然に囲まれた工業団地です。

◆位置　  　 会津若松市河東町工業団地 地内

◆面積　  　 〔開発面積〕19.1ha、〔分譲面積〕8.5ha

◆事業主体　  会津若松地方土地開発公社(プロパー事業）

◆総事業費　  約 12億 6,000万円

◆事業年次　  平成19年度～平成23年度

◆分譲価格　  17,500円／㎡（助成制度により 10,500円／㎡）

◆事業経過　

　〔平成19年度〕基本計画策定

　〔平成20年度〕測量調査、地質・土質調査、造成設計

　                都市計画法に基づく開発行為

               　 林地開発連絡調整  　　　　　　　

№ 企　業　名 業　種 操業年月

区画１ （株）グリーン発電会津 バイオマス発電所 平成24年７月

区画２ （株）羅羅屋 かばん製造業 平成24年８月

区画３ （株）サンブライト 精密部品製造業 平成23年 12月

区画４-１(西側) （株）サンブライト 精密部品製造業 平成30年 3月（予定）

区画４-１(東側) （株）ＮＮＨ 非鉄金属製造業 平成28年 4月

区画４-２ （株）サンブライト 精密部品製造業 平成26年 7月

区画５  西田精機（株） 精密部品製造業 平成26年 6月
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会津若松河東工業団地

〔平成21年度〕造成工事

             　確定測量

               一部（区画1）分譲開始

〔平成24年度〕分譲開始

◆立地企業

㈱羅羅屋

区画４－２　

㈱サンブライト

西田精機㈱　区画　　

４－１ 

（西側）

　㈱サン

　　ブライ ト

区画　

４－１ 

（東側）

 ㈱NNH

◆分譲状況　完売（平成27年 8月）



第４次全国総合開発計画で提唱された多極分散型

国土の形成を図り、地方への都市機能の分散、国土構

造の変革を目指し、全国的に高速交通体系の整備が進

展するなか、会津地方においても、磐越自動車道の建

設が着々と進められてきた。

一方、本市では、磐越自動車道を活用した地域活

性化の一環として、昭和 61年３月策定の「新まちづ

くり計画」において「全会津の流通拠点となる卸セン

ターなどの整備」を掲げ、さまざまな検討を行ってき

た。

この様な状況の中で、平成元年に運輸省の「物流

ネットワークシティ構想」のモデル地区（全国 15カ

所）の指定を受け、これを機に、高速交通体系の整備

に対応した「地域の核となる物流の拠点づくり」を目

指す機運が高まった。

会津地区における物流拠点としての物流ネット

ワークシティの整備は、物流関連業はもとより産

業全般、さらに地域社会に対しても以下のような

影響と効果を及ぼすと考えられる。

① 広域的な物流拠点を整備し、高度な流通サービス

を確立することにより、地域住民や各産業への物

資の安定的供給と社会経済活動のより一層の向上

が図られる。

② 卸売業、運送業等、地域の物流関連中小企業の協

業、共同化により、将来に向けた企業経営の向

上、発展が図られる。

③ 新たな雇用の場の創出、従業員の生活の安定、向

上が図られる。

④ 会津の新しい玄関口の整備として、また本市北西

部地区における新たなまちづくりの一環として、

その先導的役割を果たすことができる。

⑤ 首都圏や東北圏、北陸圏等とのネットワークが強

化され、地域経済圏の拡大が期待される。

 平成元年7月
運輸省モデル事業として「会津

若松地区」が指定される

    2年  7月
「会津若松市物流ネットワーク

シティ対策本部」設置（庁内）

        11月
「会津若松市物流ネットワーク

シティ構想推進会議」設立

    4年  1月
卸商団地協同組合、トラックセ

ンター協同組合設立認可

      10月
磐越自動車道会津若松・郡山間

開通

    5年 10月 市街化区域編入、実施設計完了

  6年  6月 用地取得(計画面積の約 78％)

    7年  3月
一部用地取得(計画面積の約

94％)

    8年  2月 造成工事完了

         3月
卸商団地協同組合、トラックセ

ンター協同組合へ一括分譲

     4月 各協同組合より各入居企業へ分譲

    9年  2月

第Ⅱ期計画の東側（中核的複合

機能区域）の整備計画を一時中

断

         5月

「会津若松市物流ネットワーク

シティ構想推進会議」を総会に

おいて事務整理後解散すること

が決定

        10月 磐越自動車道全線開通

12年  2月
東側（中核的複合機能区域）整

備計画白紙撤回を決定

13年  7月
会津都市計画（会津若松 IC 周

辺地区計画）の変更

9月

「会津若松 IC 周辺地区計画区

域内建築物の制限に関する条

例」の一部改正

15年 6月
会津都市計画（会津若松 IC 周

辺地区計画）の変更

6月

「会津若松 IC 周辺地区計画区

域内建築物の制限に関する条

例」の一部改正

19年 3月
物流ネットワークシティ特別会

計の廃止

4月 エリア内用地の分譲の完了

◆面積

○全体面積　　　　　　　　40.05ha

・会津若松卸商団地協同組合ゾーン：20.55ha

・会津若松トラックセンター協同組合：5.21ha

・公共用地等　　　　　　　　　　　：14.29ha
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事業の背景

事業の効果

事業の主な経過

エリア概要



入居企業等の状況 　（平成28年４月１日現在）

業種等 企業数

卸　商　団　地

協　同　組　合

卸売業 30

小売業 14

銀行郵便局 3

その他 26

計 73

トラックセンター

協　同　組　合

貨物自動車運送業 7

整備業 6

計 13

合　　計 86
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立地企業

◆会津若松卸商団地協同組合（組合員）

№ 企  業  名 操業年月 № 企  業  名 操業年月
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

福島ミドリ安全(株)
山本商事(株)
(有)田中茂風呂ショップ
会津丸善水産(株)
(株)大和一
福島リコピ-販売(株)
作田電機(株)
福島県南酒販(株)
(株)小野屋漆器店
(株)小野屋
(有)日東事務機
(株)福島県折込広告社
(株)二丸屋山口商店
(株)山新商店
天野商事(株)
(株)戸田
東開クレテック(株)
(有)坂下パーツ
巴産業(株)
服部コーヒーフーズ(株)
(有)渡部硝子工業所
岡田電気産業(株)
(株)ヨシダコーポレーション
福島綜合警備保障(株)
(株)おおつか
(株)西沢書店
(株)メッカ
(株)リオン・ドールコーポレーション
(株)白井設計
(株)アサヒ・ビル・サービス
(株)福島ビルテック
(株)サトー商会
(株)倉島商店

Ｈ8年12月
  8年12月
 8年11月
 8年11月
 8年 9月

    9年 1月
  8年11月
  8年11月
  9年11月
  8年11月
  8年11月
  9年12月
  8年11月
 8年11月
 8年12月
  8年12月
  9年12月
  8年11月
  9年 3月
 9年10月
8年10月
9年 8月

 9年11月
8年10月

　8年10月
8年 11月
8年 11月
8年 11月

18年 12月
8年 9月
9年10月
8年10月
8年12月

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

アイビー(株)
(有)キタアイダ
日立建機日本(株)
(株)共立土建
(有)さくら商事
(株)シンワ
(株)シンク
(株)ヨシケイ福島
(株)ユアテック
(医)清記会(ｱﾋﾟｵ･ﾘｳﾏﾁｸﾘﾆｯｸ)
(有)葵調剤
(株)新潟フジカラー
第一モーター（株）
（株）ジャパンビバレッジホールディングス
(株)エフコム
東都クリエート(株)
(有)アスク
(株)カワチ薬品
(株)会津ゼネラルホールディングス
(株)佐藤クリーニング
仙台コカ・コーラボトリング(株)
(株)デンコードー
コマツレンタル（株）
会津リース（株）
みやぎ矯正歯科
東京電力(株)(会津若松補償相談センター)
(株)会津ラボ
(有)佐々木輪業商会
山平会津若松青果(株)
(株)ユニフォームネット
小池嘉吉
(株)パティズ

Ｈ8年11月
9年11月
8年11月
10年 3月
9年11月
9年11月
10年 3月
13年 7月
14年 11月
14年 7月
14年 7月
13年 5月
15年 3月
15年 11月
16年 6月
15年 12月
16年 7月
17年 7月
19年 3月
13年 2月
25 年 9月
20年 2月
22 年 7 月
22 年 12 月
24 年 7 月
23年 9月
25年 2 月
8年11月
10年 3月
9年 3月
24年 1月
26年 12月

◆会津若松卸商団地協同組合（賛助会員）

№ 企　業　名 操業年月 № 企　業　名 操業年月

66 (株)東邦銀行会津アピオ支店 Ｈ9年 9月 70 (株)パルネット福島 Ｈ 22年 12月

67 (株)福島銀行 ATM 　9年12月 71 福島環境再生事務所会津支所 24年 4月

68 会津アピオ郵便局 8年12月 72 (公社)会津若松医師会 26年 4月

69 (公社)会津若松法人会 13年 8月 73 (株)スズキ自販福島 26年 4月

◆会津若松トラックセンター協同組合

番号 企  業  名 操業年月 番号 企  業  名 操業年月

1 会津通商(株) Ｈ 8年 9月 8 (株)ヨコハマタイヤジャパン Ｈ 10年 1 月

2 会津本郷貨物運送(株)  8年11月 9 ブリヂストン･生産財タイヤソリュ－ション･北日本㈱ 10年 9月

3 田中運送(株)   8年 9月 10 ＵＤトラックスジャパン(株) 9年 9月

4 磐梯貨物(株)  8年 9月 11 三菱ふそうトラックバス㈱東北ふそう 9年 5月

5 福島運送(株）  8年10月 12 (株)桜交通  17年 7 月

6 若松ボデー(株)  　8年11月 13 葵交通(株) 23年 5月

7 ダンロップタイヤ東北(株) 8年10月 　 　 　



◆現状・課題

本市は、幹線道路網の外延化とこれにともな

うロードサイドショップや、郊外への大型小売

店の出店、周辺町村も含めた住宅地開発による

人口の郊外拡散等の要因により、中心市街地の

空洞化が見られ、これまで居住、商業、交通、

公共サービス等様々な都市機能が存在し、経

済・文化の発展に先導的役割を果たしてきた中

心市街地の活力が低下している状況に直面して

いる。

このため、本市の歴史と伝統が集積された地

域として個性あるまちなみづくりを積極的に推

進するとともに、本市の中心部にふさわしく、

賑わいのある中心市街地の都市空間の創造に努

めるため、商業振興や景観形成・都市基盤の整

備など、ソフト・ハード両面にわたる施策を推

進している。

中心市街地の活性化は、商業の活性化のみな

らず中心市街地に蓄積されている歴史的・文化

的資源、社会資本や産業資本等の既存ストック

を活用しつつ、地域の創意工夫を活かしなが

ら、地域が主体となって必要とする事業等を総

合的かつ一体的に推進することが必要である。

◆会津若松市中心市街地活性化基本計画

国の方針等に基づき「会津若松市中心市街地

活性化基本計画」を策定（平成 27年６月 30日

認定）し、法に位置付けられた多様な団体で構

成する「会津若松市中心市街地活性化協議会」

をはじめ、商店街や民間事業者等と連携し、基

本計画に掲げられた事業の推進・支援を行う。

【計画期間】

　平成27年７月から平成32年３月まで（４年９

　カ月）

【中心市街地の位置及び区域】

 （１）中心市街地の規模　　約170ha

 （２）位置区域

本市の玄関口であり、交通の結節点でもある

ＪＲ会津若松駅から、商業が集積している中心商

店街、行政施設や福祉施設等の公共公益エリアを

経て、本市のシンボル「鶴ケ城」に至る範囲を中

心に活性化の取組みを進めていく。

　また、まちなかにある地域資源を活かしたまち

なか観光の推進、充実した医療環境を活かした商

店街や居住地域との回遊性の向上を図るため、商

業地域と鶴ケ城、医療機関等の接続部分を含め中

心市街地のエリアとする。

    ①商業地域等（中心部の商業地域）  約128ha

    ②①と鶴ケ城の連結部分

　（まちなか観光の導入部）  　　  約 18ha

　　③①と医療機関の連結部分　　　　  約 24ha

【基本理念】 

　「城下町回廊の賑わい」～まちなかの生活の

場・交流の場づくりによる、賑わいのあふれる、

歩いて暮らせるまちづくり～

【基本方針と目標、指標】

　①商業の活性化による魅力あふれるまちづくり

　　目標：商機能の向上

　　指標：新規出店者数

　　　　　8.8件（平成22年度～26年度の平均）

　     ⇒13.6年（平成27年度～31年度の平均）　

　②会津らしさを活かした人が行き交うまちづく

　　り

　　目標：交流人口の拡大

　　指標：歩行者通行量　平日･休日の加重平均
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　　　　26,151人／日（平成26年）

　　　⇒27,675人／日（平成31年）

　③多くの人が暮らし、集い、ふれあい、活動す

　　る元気なまちづくり

　　目標：まちなかにおける市民による活動量の

　　　　　増加

　　指標：活動拠点施設利用者数

　　　　512,179人／年（平成24年度）

　　　⇒530,233人／年（平成31年度）

【事業数】

　51事業

◆中心市街地活性化協議会

　市が策定する基本計画に対し意見を提出する機

関として、地域全体を様々な角度から協議検討し

総合的な中心市街地の活性化を推進する組織であ

り、会津若松商工会議所と株式会社まちづくり会

津が共同設立者となり、平成19年2月 21日設立さ

れた。現在は、会員 35、幹事 19、オブザーバー 8

団体により構成される。

　

◆市民協働による取組み　

（１）会津まちづくり応援隊（平成24年度設立）

従来の商店街や関係者による取組みに加え、ま

ちなかを利用する市民の視点を活かしたまちづく

りに対し、支援を行ってきた。

平成24年度には、中心市街地における商店街や

まちづくり団体と共にまち歩きやワークショップ

を重ね、まちなか活性化プランである「まちなか

賑わいづくりプロジェクト」を策定した。併せて、

まちなかの賑わいづくりを企画立案できる人材の

育成を行い、その企画の中からいくつかの事業が

具現化された。

平成27年度からは、市民主体の団体となり、引

き続き賑わいづくりに向けた取組みを行っている。

（２）まちなか賑わいづくりプロジェクト事業

　　会津まちづくり応援隊が作成した「まちなか賑

　わいづくりプロジェクト」及び市中心市街地活性

　化基本計画に位置付けられた事業について、市民

　や商店街、関係団体、行政が一体となり、その具

　現化を図る取組みを進めている。

　◇実施主体　まちなか賑わいづくりプロジェクト

　　　　　　　実行委員会（設立：平成26年度）

　◇構成団体数　20団体

　◇主な取組み（平成27年度）

 　①まちなか誘導、回遊・交流促進事業

　地域資源を掲載した案内板（5基）、誘導板（4

基）を設置し、まちなかの回遊性・滞留性の向上

を図った。

　 ②まちなか憩いの空間、緑化プロジェクト

　まちなかへの植樹（5エリア）を行い、憩いの

空間づくりを行った。

　 ③賑わいづくり人材育成事業

　「モミジによる景観づくり」をテーマにした

講演会の開催や、市民協働による板塀化等によ

る景観向上の取組みや賑わい創出イベントの先

進地視察研修を行い、まちづくりへの意識醸成

を図った。

④まちなか景観づくり事業

　実行委員会と地域住民や関係団体が連携してブ

ロック塀等の板塀化(10ヶ所)を行い、通りの魅力

向上を図った。
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　株式会社まちづくり会津は、「まちなか再生―中

心市街地の活性化」を目指し、まちづくりのプロ

デュースとタウンマネジメントを行うために設立され

た第３セクター方式の株式会社である。

　平成 19年２月から、中心市街地活性化法の改正に

伴い発足した会津若松市中心市街地活性化協議会の共

同設立者として、また協議会事務局として、市の中心

市街地活性化基本計画策定にむけた意見聴取と、その

計画に則った事業の推進という役割を担っている。

◆設立    平成10年 7月 31日

◆本店    会津若松市南千石町6番5号

（会津若松商工会議所１階）

◆資本金  

      授権資本 :120,000,000円

      払込資本 : 58,300,000円

     (株式数:1,166株/価額1株あたり50,000円)

◆関係機関の出資状況  

      会津若松市         : 29,150,000円

      会津若松商工会議所 :  1,500,000円

◆株主    147名(発起人:17名)

◆事業（定款目的）  

①都市開発に関する企画、調査、設計及びコン

サルタント業務

②商業の振興を図るための経営、技術、販売、

財務等に関する指導及び情報の提供業務

 ③各種イベントの企画、運営及び受託

④商店街、商店の販売促進のための共同事業に

関する企画、調査、設計、運営及び受託

⑤土地、建物の有効利用に関する企画、調査、

設計及びコンサルタント業務

⑥不動産の売買、交換、賃借及びその仲介並び

に所有・管理及び利用に関する業務

⑦駐車場、会議施設、コミュニティホール等の

商業基盤施設の企画、建設、運営及び受託

⑧図書館、公民館等、公共施設の管理運営、企

画及び業務受託

⑨共同店舗、集合店舗等商業施設の企画、建設

及び受託

⑩民芸品、食料品、酒類、清涼飲料水、タバ

コ、日用品雑貨の販売

⑪飲食店の経営

⑫情報通信機器を利用した情報処理並びに情報

提供に関する業務

⑬出版に関する業務

⑭損害保険及び自動車損害賠償保障法に基づく

保険の代理業

⑮シャトルバスの運行の委託業務

⑯旅行斡旋業務

⑰前各号に付帯し、または付随する一切の業務

◆設立経過    

〇平成8年4 月～ 

青年会議所、商工会議所青年部、大学教員、行

政職員によりまちづくり研究会が発足。

 〇平成9年3 月

まちづくり研究会の呼びかけによりまちづくり

ネットワーク協議会が結成。

 〇平成9年9 月

 　　（仮称）会津まちづくり会社設立準備会開催。

〇平成10年 4 月

商工会議所を中心に改めて会津まちづくり会

社準備会結成。

〇平成10年 7月

 　　『中心市街地における市街地の整備改善及び商

業等の活性化の一体的推進に関する法律』の施行

〇平成10年 7月 31日

 　　会津若松市、会津若松商工会議所の協力のもと

「株式会社まちづくり会津」が設立される。

・資本金 3,115万円

　（市：200万円、出資率 6.42 ％）

・株主数148人

〇平成11年 3月 31日

『中小小売商業高度化事業構想（ＴＭＯ構

想）』策定。

〇平成11年 5月 28日

株式会社まちづくり会津がＴＭＯとして認定

される。（※全国で17番目）

〇平成12年 7月 31日

「改訂版ＴＭＯ構想」が認定される。

〇平成15年 3月 27日

経営基盤強化・新たな事業展開・有利な補助制

度のため、株式会社まちづくり会津へ増資を行う。

・資本金 5,830万円 

　（市：2,915万円、出資率 50％）

 〇平成18年 8月 22日

 改正中心市街地活性化法施行

 〇平成19年 2月 21日

会津若松市中心市街地活性化協議会設立

 〇平成23年 3月 1日～

会津若松市生涯学習総合センター(會津稽古

堂)総合案内業務・図書館窓口業務の受託
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　本市では、中小企業に働く勤労者（パート・臨時雇

用も含む）及び事業主の福利厚生の充実を図るため、

勤労者互助会の財団法人化を目指し、平成 10年 4月、

会津若松市中小企業勤労者福祉サービスセンターを設

立。平成 12年 4月には福島県知事より財団設立の許

可を得て、財団法人会津若松市中小企業勤労者福祉

サービスセンターとして事業を開始した。なお、新公

益法人制度により、平成 25年 4月からは一般財団法

人へ移行している。

勤労者福祉サービスセンターは、勤労者の労働環

境、社会・経済情勢の変化に伴い、週休二日制の普

及や労働時間の短縮など余暇の増大と価値観の多様

化という時代の要請を受け、これらのニーズに対応

したきめ細かな質の高い事業を実施するため、組織

体制・機能の充実を図っている。

　前身の昭和 53年設立の勤労者互助会との違いは、

勤労者互助会が未組織労働者を対象としていたのに対

し、勤労者福祉サービスセンターは中小企業を対象と

していることであり、会員の加入対象が広がった。

その結果、市内企業の多くを占める中小企業の従

業員と事業主が、事業内容を更に充実させた勤労者

福祉サービスセンターの総合的な福利厚生を享受で

きることとなった。

なお、勤労者福祉サービスセンターは、市が補助

金を交付して、支援・育成にあたっている。

◆会員加入状況

 平成28年 3月 31日現在会員数 2,338名

 平成27年度中加入者 311名

 平成27年度中退会者 240名

 平成28年 3月 31日現在会員数 2,409名

◆慶弔見舞金給付制度

   会員とその家族にお祝いごとや不幸があった場合

に、慶弔見舞金を支給する。

◆健康維持増進

   会員の健康管理のため、人間ドック等に対する助

成や、会員とその家族のため健康セミナーやスポー

ツ教室等の開催、健康維持管理のための情報の提供

を行う。

◆老後生活安定

   再就職、年金、生きがいの問題や生涯生活設計に

ついて講座を開催したり、会報等を通じて情報提供

を行う。また、専門家を招いて老後の生活設計に関

しての相談を実施する。

◆余暇活動

 １  各種レクリエーション（各種パーティー、お食

事会等）を企画、実施する。

 ２  旅行代理店、ホテル、ペンション、旅館、民宿

等と提携し、利用料の助成補助を行う。

 ３  各種レジャー施設（運動施設、遊園地等）と利

用に関する提携を行い、割引利用のあっせんをす

る。

◆自己啓発

   各種教養講座、文化教室や通信教育講座の情報を提

供するとともに、割引利用のあっせんを行う。また、

自主事業として講師を招き、講習会等を企画する。

◆財産形成

   年金や融資等の講座の開催や、住宅取得に関する

情報を提供する。

◆情報提供

   定期的な会報｢あしすとだより｣発行により、会員

の福利厚生に関するさまざまな情報提供を行う。

◆勤労青少年ホームの管理

　指定管理者として会津若松市勤労青少年ホームの

管理を行う。（平成18年 4月より）

　勤労青少年ホームは、勤労青少年の福祉の増進の

ために各種相談、指導を行うほか、いこいやスポー

ツ、レクリエーション、文化教養等の健全な余暇活

動の場を提供している。

◆施設

〈設置主体〉  会津若松市

〈工事費〉    446,397千円

〈竣工〉      昭和50年 3月 31日

　 〈建築構造〉  鉄筋コンクリート造地下 1階

               地上 3階塔屋付

〈建築延面積〉1,803.773㎡

   〈主な施設〉　 談話室、料理講習室、体育室、

　　　　　　　　　集会室、茶道講習室・茶室、

　　　　　　　　　和室、講習室、音楽室
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〈主な事業〉　勤労青少年の余暇活動および知

               識取得のための事業を展開

〈主催事業〉　茶道、浴衣着付、書道＆ペン、

          　　料理、テニス、語学、華道、

　　　　　　　ゴルフ、ベリーダンス、ヨガ等 

〈自主クラブ〉　バレーボール、ダンス、バドミ

              ントン、フットサル、テニス、

　　　　　　　着付、茶道、卓球、バスケット

　　　　　　　ボール、軽音等

◆利用状況                     （単位：人）

区   分 27年度 26年度 25年度

男 116 110 108

女 136 169 175

合計 252 279 283

延利用者数 6,882 6,636 6,453

　雇用情勢については、有効求人倍率は１倍を超え

ており、新規高卒者の就職率も高水準にあるなど、

雇用環境は改善傾向にある。

  引き続き雇用の安定・確保を図るため、ハロー

ワーク会津若松など関係機関との連携を図りなが

ら、雇用情報の収集分析と実効性の高い雇用対策を

推進する。

◆新規学卒者等に対して

　　ハローワーク会津若松が主催する新規高卒者合

同就職面接会の開催を支援する。

　　○平成28年度新規高卒者合同就職面接会

　　　10月下旬開催

◆障がい者に対して

　(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構が行う相

談・助言や各種助成制度、啓発・広報などについて、

周知を図っていく。

　また、会津地区障害者雇用連絡協議会の構成員と

して、養護学校やハローワーク会津若松、民間企業

等との情報を共有し連携を図りながら、支援を行っ

ている。

　○平成28年度障がい者就職面接会 10月下旬開催

◆金融・雇用相談窓口　　

　平成20年 11月窓口再編設置。国、県等の関係機

関との一層の連携を図りながら、雇用及び金融相談

に広く対応。

◆求人情報ポケットの設置

   ハローワーク会津若松の協力を得て、市民の

方々へ求人情報を速やかに提供する。

◆会津地域雇用創造推進協議会　　

　平成19年度に、本市をはじめとする会津 17市町

村と商工会議所などの関係機関によって構成される

協議会として設立。合同求人就職フェアの開催など

地域における雇用機会の創出に取組んでいく。

　○平成28年度就職フェアinあいづ

　　　３回実施（6月、9月、2月）

◆会津地域雇用対策連絡会議　　

　雇用不安の解消と再就職・能力開発の促進対策に

係る行政機関による設置会議。市、県会津地方振興

局、ハローワーク会津若松、会津職業能力開発促進

センターなどで構成。

◆会津地域雇用創造推進協議会

　厚生労働省の実践型地域雇用創造事業の採択を受

け、会津地域全１７市町村、経済団体と連携し、食

や観光、伝統産業などをテーマにしたセミナーを開

催し、新たな商品開発や創業・事業拡大に図り、会

津地域の雇用を生み出す事業を行っている。

○事業内容…雇用拡大メニュー等　16事業

○事業期間…平成26年度～平成28年度

◆会津若松市人財バンク事業　　

　大学等への進学などを背景として、若年者を中心

に大都市圏への流出が顕著となっており、本市立地

企業等においては人材確保（特に技術系）が困難な

状況にある。

　人財バンク事業により、地元への就業意識を高

め、地域を離れた学生や社会人など、若年者を中心

に情報の集約・データベース化を図り、地元への就

職希望者と企業とのマッチングを支援するなど、企

業誘致活動への地域の優位性の向上に資するととも

に、安定雇用による定住人口の増加や市民所得の向

上など地域経済の活性化を図ることを目的とする。

(1)人財情報及び企業情報の収集・登録

　①求職者情報の登録

　　○登録対象

　　　・地元及び地元を離れた大学生など

　　　・Ｕターンなどを希望する社会人など

　　　・その他登録希望者

　　○登録内容
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　　　氏名、生年月日、住所、出身高校、大学など

での選考科目、スキルなど

　②求人企業情報の収集・登録

　　会津若松地域に立地し、地元で働く人材を求め

ている企業を登録する。

 (2)登録者への就職関連情報等の提供

　①企業説明会、就職面接会など、就職関連情報

　　本市で開催される就職ガイダンスや求人就職

フェアなど、就職に役立つ情報の提供による就

職の支援を行う。

(3)登録者と求人企業（登録企業）とのマッチング　

   支援

　①市の仲介によるマッチング支援

    求職登録者または求人登録企業の希望に応じ面

接の場を設定するなど、求職者と企業のマッチン

グを支援する。

◆福島県勤労者福祉資金融資制度

   育児、介護休業者の生活の安定を図り、育児、介

護休業制度の利用促進と定着を進めることを目的と

している。

〈融資額〉  100万円以内

〈金利〉    年利1.20％(平成28年 4月 1日現在)

◆会津若松市勤労者福祉資金利子補給金制度

   市内在住の育児・介護休業者の経済的負担を軽減

し、生活の安定に資するため、福島県勤労者福祉資

金融資制度を利用した者に対し、利子補給金を交付

する。

 ○交付の状況            　　　　　　　 (円)

区分 27年度 26年度 25年度

件  数  　0件  　0件 0件

利子補給額 　 0 　 0 0

◆福島県求職者緊急支援資金制度

   県内の失業者を対象とし、求職期間中の生活の

安定を図り、支援することを目的としている。

〈融資額〉  100万円以内

〈金利〉    年利0.85％（平成28年 4月 1日現在）

◆会津若松市求職者緊急支援資金

利子補給金制度

　 市内在住の求職者の生活の安定と、経済的負担の

軽減を図るため、福島県求職者緊急支援資金制度を

利用した者に対し、利子補給金を交付する。

　 ○交付の状況    　　　　　　　　　　　 (円)

区分 27年度 26年度 25年度

件  数 0件  0件  1件

利子補給額 0 0 1,591

◆緊急雇用創出基金事業

   東日本大震災や原子力発電所事故の影響で、離職

を余儀なくされた失業者の生活安定と再就職を図る

ため、県の「緊急雇用創出基金事業」を活用し、民

間事業者等へ事業を委託し実施することにより、失

業者に就業機会や次の雇用につながる人材育成の機

会を創出・提供する。
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  会津町方伝承館は、伝統産業や伝統工芸の振興を

図り、「個性と魅力あるまちづくり」を進めるため

に昭和57年 4月に国土庁（現在の国土交通省）から

伝統産業都市モデル地区の指定を受け、昭和 58年度

に会津若松駅前美観整備事業、昭和 59年度に大町地

区市道美観整備事業を実施し、昭和 60年度事業とし

て設置した。

◆施設

構    造
鉄骨造二階建

（切妻屋根の蔵造りを基調）

敷地面積 346.92㎡

建築面積 191.52㎡

延床面積
325.53㎡

（１階156.35㎡、２階169.18㎡）

1  階 常設展示場(84.89㎡)、事務室等

2  階 企画展示室(137.70㎡)、収蔵庫

開館時間 午前9時から午後6時まで

休 館 日 なし

入 館 料 無料

◆設置目的

市民や本市を訪れる人たちが伝統産業や伝統工芸

と触れ合い、相互の交流を深めることにより、伝統

産業の振興に寄与することを目的としている。

【見る機能】

展示品としては、会津塗、会津慶山焼、会津本

郷焼、こけし、赤べこ、起き上がり小法師、会津

福俵、会津天神、風車、会津唐人凧、あけび細

工、曲げ物、竹細工、桐工芸品、会津木綿、から

むし織、会津絵ろうそくなどがあり、展示品の一

部について販売も行う。

【知る機能】

  会津地方の伝統産業や伝統工芸などについての

歴史や情報を提供する。

【集う機能】

  企画や展示を通して、市民が集う場を提供する。

◆年度別入館者数

区  分 男(人) 女(人) 計(人)

平成27年度 8,983 11,130 20,113

平成26年度 7,735 9,918 17,653

平成25年度 9,445 13,610 23,055

平成24年度 7,875 10,157 18,032

平成23年度 6,545 9,140 15,685

平成22年度 7,551 10,175 17,726

平成21年度 9,165 12,969 22,134

平成20年度 10,367 14,746 25,113

平成19年度 13,924 17,783 31,707

平成18年度 13,939 17,259 31,198

平成17年度 12,509 16,696 29,205

平成16年度  10,203   14,291   24,494

平成15年度 　9,628 　13,593 　23,221

平成14年度 8,394 10,702 19,096

平成13年度 8,917 10,953 19,870

平成12年度 7,423 9,483 16,906

平成11年度 10,197 11,258 21,455

平成10年度 10,304 10,416 20,720

平成 9年度 9,853 9,941 19,794

平成 8年度 10,562 10,928 21,490

◆月別入館者数（平成27年度）　　

区  分 男(人) 女(人) 計(人)

 4月 752 962 1,714

 5月 1,062 1,295 2,357

 6月 637 799 1,436

 7月 677 797 1,474

 8 月 760 889 1,649

9 月 1,041 1,217 2,258

10 月 960 1,102 2,062

11 月 642 1,080 1,722

12 月 417 502 919

 1 月 874 947 1,821

 2 月 532 661 1,193

 3 月 629 879 1,508

合  計 8,983 11,130 20,113
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会津地方は、広い盆地と豊かな山河を背景に、古

代から太平洋岸と日本海岸の接点としてさまざまな

文化が流入し、それが歴史文化資源として蓄積され

てきた。　

なかでも本市は、会津松平氏二十三万石の城下町

として発展してきた街で、鶴ヶ城をはじめ現在でも

多くの史跡や往時の面影が残り、また、自然・温泉

に恵まれており、それらの観光資源によって、多く

の人々が集っているところである。

地理的にも首都圏に近いこともあり、訪れる観光

客が 300万人を超えるなど全国的に観光で知られる

都市である。

　平成 5年の福島空港開港、平成 9年の磐越自動車

道全線開通によって、会津地域と全国の他の地域を

結ぶ交通網が飛躍的に改善されたことから、全国的

な規模での交流が拡大されている。

　しかしながら、交通の利便性の向上が、一方では、

通過型観光地としての傾向を強めている状況もある。

　観光地として、今後地域を発展させていくために

は、新しい会津らしさを創出し、多様化する観光客

のニーズへの対応を図るとともに、新たな視点での

観光政策への取り組みと、その継続が必要である。

　このため、市は、平成 8年に制定した観光振興条

例並びに平成18年度に改定した第2次観光振興計画

をもとに、観光振興を地域活性化のための重要な政

策課題とし、市民、観光関連事業者、行政が、各々

の役割分担を明確にし、「一度いってみたい会津、

来てよかった会津、もう一度いってみたい会津」の

基本理念を継続し、広域的な連携により、会津全体

を一つのテーマパークとして捉えながらも、本市独

自の観光にも磨きをかけ、訪れた人々に自信をもっ

て誇れる街、また訪れたくなる魅力ある観光地づく

りを目指すものである。

かつて、東山、芦ノ牧の二大温泉と、鶴ヶ城や飯

盛山に代表される武家文化、漆器や酒造といった伝

統的地場産業をテーマとした観光施設中心の拠点型

観光で栄え、その体質から脱却できずに低迷期を迎

えた本市の観光において、近年、まちなか散策や食

文化といった新たな観光素材の定着や広域連携など

による観光客入り込み数の回復傾向が見られる。し

かし、今後さらに地域経済の活性化に寄与する宿泊

需要の拡大が必要である。このため、新たな魅力づ

くりと広域連携による滞在型観光の推進が重要な課

題である。 

また、官民一体となった観光キャラバンや物産イ

ベントなどの取組みを積極的に行ったり、福島県や

会津を支援する企画やツアーが多く実施され、東日

本大震災や原発事故による風評被害の影響から、観

光客入り込み数が徐々に回復されている。平成 25年

度は大河ドラマ「八重の桜」放送の効果も見られ観

光客入り込み数がより増加したが、この傾向を維持

出来るよう各種施策に取り組んでいく。

◆観光関係予算　　　　　　　（単位：千円）

区　　分 28年度 27年度 26年度

一　般　会　計

　　観　光　費
240,651 236,143 322,802

特　別　会　計

観光施設事業費
219,272 174,751 371,803

(うち若松城整備

等基金積立金)
（73,891） （72,318） （2,899）

合　　計 459,923 410,894 694,605

◆観光客入り込み数の推移

◆主要観光施設利用者数　　　　（単位：人）

区分 27年 26年 25年

東山温泉 473,819 473,889 566,409

芦ノ牧温泉 233,267 226,426 282,457

市街地宿泊 470,107 468,058 483,133

御薬園 52,574 56,655 82,528

鶴ヶ城天守閣 622,587 599,365 945,298

市内主要民間

観 光 施 設
543,513 564,858 1,038,424

※ 市内主要民間観光施設は、会津武家屋敷、會津

宮泉酒造、白虎隊記念館、飯盛山スロープコンベア、

駅cafe、会津ブランド館、日新館、会津村の計
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　本市の観光エリアは、市街地を中心とした歴史的

建造物、商店、飲食店、資料館等が集積する「まち

なか観光エリア」、鶴ヶ城、御薬園、飯盛山等歴史

的な資源が連なる「城周辺エリア」、東山、芦ノ牧

温泉の位置する「宿泊拠点エリア」、自然に親しみ、

レクリエーション等が楽しめる「猪苗代湖西岸エリ

ア」といった 4つのエリアに分けることができ、そ

れぞれの個性と魅力の向上を図るための整備を推進

している。

　「まちなか観光エリア」においては、まちなか周遊

バスの運行や歴史的建造物のライトアップなどにより、

利便性と魅力の向上を図ってきたところである。

　また、「城周辺エリア」においては、鶴ヶ城天守

閣を中心に、歴史を体感できる施設が充実している

ことから、歴史と文化を物語る場として、特に鶴ヶ

城においては、干飯櫓や南走長屋の復元、赤瓦への

葺き替えなどの整備により魅力向上に努めてきたと

ころである。

　そして、｢宿泊拠点エリア｣においては、温泉観光

協会などが、温泉街として、温泉情緒を楽しませる

ための取り組みに対し支援することにより、魅力向

上を図ってきたものである。

　さらに、｢猪苗代湖西岸エリア｣においては、貴重な

自然景観が豊富な地域として、四季それぞれの風景が

魅力的であることから、環境に配慮した取り組みと自

然を前面に出したＰＲに努めてきたところである。

　いずれの地域においても、それぞれの地域が有す

る個性や特徴を活かしながら、民間活力の導入を促

進し、地域と一体となった観光地づくりを進めてい

るところである。

　観光客の誘客及び受け入れ体制の充実・強化を図

るため、市は、会津若松観光ビューロー、市民総ガ

イド運動実行委員会などと協力し、それぞれの役割

の中で連携し、総合的な取り組みをしている。

　また、会津17市町村が連携した「極上の会津プロ

ジェクト協議会」を組織し、会津一丸となって、よ

り効率的で効果的な広報宣伝活動や、二次交通をは

じめとする受け入れ体制の整備を実施しているとこ

ろである。

　極上の会津プロジェクト協議会における誘客活動

については、最大の市場である首都圏等において、

ポスターの掲出、パンフレットの配布によるもので

あるが、特に東日本旅客鉄道、東武鉄道、東日本高

速道路など交通事業者との連携により効果を上げて

いる。

　受け入れ体制の整備においては、駐車場の確保、

案内表示の設置はもちろんであるが、市民一人ひ

とりが観光ガイドとなれるような取り組みができ

ることも重要である。そのような中で、市民総ガ

イド運動実行委員会が中心となり、市民の意識向

上に努めている。また、同実行委員会において推

進している「6つのどうぞ運動」の取り組みは、市

民が無理なく取り組むことができ、数多くの市民

が協力しあうことで、街全体のホスピタリティを

高めることができる重要な施策である。

　本市は、昭和61年 3月に国際観光モデル地区の指

定を受けて以来、道路案内標識、史跡案内板等の多

言語表記や、外国人観光客に対応可能な「Ｖ案内

所」の運営、外国人からの要望の多い Wi-Fi環境の

整備、英語・中国語・韓国語パンフレット等の作成

など、国際化に向けた環境整備を進めている。また、

平成23年度、24年度、25年度と観光庁より「訪日

外国人旅行者の受入環境整備に係る地方拠点」の

選定を受けており、国際観光都市として、外国人

旅行者の受入環境の整備・充実を総合的に推進し

ている。

　加えて、「極上の会津プロジェクト協議会」に

おいては、国県や関係機関と連携しながら、観光

モデルルートの作成や、海外メディア等を招聘し

ての PR活動、さらには観光・宿泊施設を対象とし

た研修会等を行っており、会津地域が一体となっ

て、海外への情報発信と外国人観光客が満足でき

る受入体制づくりに努めている。
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　観光は地域の総合産業といわれ、地場産業をはじ

めとしたさまざまな分野との連携により、地域経済

に大きな波及効果が期待されている。

　また、観光を地域の総合産業として振興すること

は、地域経済の活性化に寄与することはもちろん、

地域の再発見につながり、地域が持続的に発展する

原動力となることで、市民生活にゆとりや豊かさを

創出するものである。

　本市も、このような視点に立ち、これまで、歴史

観光の拡充、まちなか観光の推進、温泉地域活性

化、広域観光の展開、テーマ型観光の推進などに努

めてきました。その結果、年間約300万人の観光客

が訪れる全国有数の観光都市に成長することができ

た。

　しかしながら、今後も魅力ある観光都市として継

続して発展するためには、観光客を温かくもてなす

ホスピタリティの向上や、日帰り通過型観光から宿

泊・滞在型観光への移行など諸課題への積極的な取

り組みと、新たな観光の魅力づくりが求められてい

る。

　こうした状況を踏まえ、平成 18年度、今後 10年

間を見据えた本市の観光振興の指針として「第 2次

会津若松市観光振興計画」を策定した。

　本計画による観光まちづくりの実現に向けて、

「一度いってみたい会津・来てよかった会津・もう

一度いってみたい会津」を基本理念に、会津ならで

はの本物の素材を活かしながら、市民、事業者、行

政が連携し、会津地域全体での広域的視点のもと

で、滞在型観光を推進する施策を総合的に展開して

いく必要がある。

1 誘客宣伝活動と受け入れ体制の充実

○テレビ・雑誌などを活用した誘客活動、映像を

通したフィルムコミッション事業、魅力ある

ホームページによる情報提供など、さまざまな

手法を講じ、全国に向けた情報発信をさらに進

めるとともに、観光地としてのブランド力を高

めるため、戦略的に会津のイメージ向上を推進

する。

○「おもてなし」の意識で、市民が観光客に対し

て、自然に接することができるよう「市民総ガ

イド運動」などをさらに推進し、観光客にとっ

て本市が心地よい「空間」であるよう「人も魅

力」のまちづくりを推進する。

　○観光案内機能の充実・向上を図りながら、民間

　　の運営する案内機能との連携を推進する。

２ 地域資源を活かした観光の推進

○鶴ヶ城に代表される「歴史観光」、昔ながらの

街並み等を散策する「まちなか観光」、さらに

は会津の「奥座敷」といわれる東山温泉と湯治

場として栄えた芦ノ牧温泉等に磨きをかけ、有

機的に連携させることで、他地域にない魅力の

創出に努める。

○豊富な農業資源を活かした「観光農業」や「グ

リーンツーリズム事業」等を魅力ある観光資

源の創出に向けて取り組むとともに、多様化

する観光ニーズの把握に努め、それに対応でき

る弾力的な体制づくりに努める。

○単に「見る」観光から、何かを「発見」し、自

ら「体験・体感」することで、「会津」を丸ご

と「感動」していただけるよう、観光素材の魅

力向上に取り組む。

３ 多様な観光資源を活用した広域観光の推進

○あいづデスティネーションキャンペーンや極上

の会津プロジェクト協議会事業による会津 17

市町村連携の礎をさらに発展させるため、「会

津はひとつ」の考えのもと、各自治体個々の意

識や魅力を向上させながら連携強化に取り組む。

○滞在型観光を推進する上で、それぞれの市町村

の魅力を会津全体として広くＰＲするととも

に、テーマごとの魅力・スポットに視点を置い

た広域的な回遊ルートを設定した魅力づくりに

取り組む。

○国際観光都市を目指すため、外国人旅行者の

ニーズを把握し、それに基づき会津で何ができ

るのかを、会津全域で調査・検討し、受け入れ

体制の整備に努める。
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Ａ 誘客宣伝活動の推進

情報化社会において、さまざまな選択肢の中から

訪問先として会津若松市を選んでもらうため、絶え

ず他地域との差別化を図り、関係機関と連携を図り

ながら会津若松ならではの旬な魅力とその情報を、

さまざまな媒体を通じて発信していく。

Ｂ 受け入れ体制の充実

環状線などの幹線道路の整備はもちろん、観光地

に誘導する各路線の道路標識や観光案内標識等のサ

インシステムの充実に努める。

　また、観光駐車場の整備や公共交通機関等の充実

を図りながら、ボランティアガイドや多言語表記

等、観光案内機能や便益施設の充実を図り、「到着

後」における観光客の利便性の向上に努める。

Ｃ おもてなし意識の向上

関係団体との連携を図りながら、観光従事者の研

修や技術講習等を実施し、人材の育成に努める。

　また、市民総ガイド運動を通じて、市民一人ひと

りが観光客を温かく迎え入れるような意識の高揚に

努める。

Ｄ 自然・歴史的資源の保全・保存と活用

猪苗代湖や背あぶり山をはじめ、湯川や阿賀川等

の美しい自然環境について、その保全と環境の美化

に努めながら、遊歩道、キャンプ場、親水公園等の

市民や観光客が自然に親しめる憩いの空間や施設の

整備を推進する。

　市内に点在する史跡をはじめ、歴史的な建物等の

保護・保存に努めながら、魅力向上のための演出や

観光資源としてのＰＲを推進する。また、伝統行事

やまつりなどの保存を図るなど、歴史的な雰囲気が

楽しめるまちとしてイメージアップに努める。

Ｅ まちなか観光の推進

史跡若松城跡（鶴ヶ城）をはじめとする歴史的な

遺産や民間の歴史館・資料館、さらには物語性・地

域性のある通り等のネットワーク化を図り、これら

を結ぶルートの設定やＰＲを行うとともに、魅力あ

る歩道を整備し、歩いて楽しめる「まちなか観光」

を推進する。

Ｆ 魅力ある温泉地づくり

本市の奥座敷となる東山温泉地区や芦ノ牧温泉地

区の風情と情緒が楽しめるよう、周辺環境と景観の

創造に努める一方、温泉に宿泊することが観光の目

的となるよう、行政と民間が連携しながら魅力の向

上に努める。

Ｇ テーマ型観光の推進

教育旅行やグリーンツーリズムなど、テーマ性を

有する観光に対し、民間団体や関係機関との連携を

図りながら、その推進に努める。

Ｈ 賑わいの創出

　賑わいのある観光地を創出するため、市民や観光

客がともに参加し、楽しめるようなまつり、イベン

トを四季折々に開催し、既存イベントの充実を図る

とともに、周辺市町村との連携を強化しながら、全

国的な規模のイベント開催を促進する。

Ｉ 地域資源の見直しと活用

　会津若松市の豊かな自然環境で育まれる農業やそ

の生産物から生み出された加工品、さらには、その

素材を活かした食文化、また、漆器や絵ろうそく等

の伝統産業といった本市ならではの地域資源を見直

し、活用することによって、より一層の魅力の向上

に努める。

Ｊ 地域間ネットワークの形成による広域観光の推進

　通過型観光から滞在型観光への転換を図るため、

個性的で魅力ある独自の観光資源を有する会津方部

の他市町村や山形県・宮城県・新潟県・栃木県・京

都市などとの連携体制の強化により、回遊性を確立

し、交流人口、観光誘客数の増加を図る。

Ｋ 国際観光の推進

会津若松・磐梯地区国際観光モデル地区にふさわ

しい国際性豊かなまちづくりを推進し、積極的な外

国人誘客、受け入れ体制の整備を図る。
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◆1月10日  十日市

藩政時代から引き継がれている初市。神明通りを

中心に約400の露店が並ぶ。起き上がり小法師や風

車など縁起物を買う客で、夜遅くまでにぎわう。

◆2月上旬　会津絵ろうそくまつり

　鶴ヶ城と御薬園をメイン会場に、約 10,000本の

ろうそくが幽玄の世界を演出する。

◆春彼岸中  会津彼岸獅子

春を呼ぶ風物詩の彼岸獅子。三匹の獅子の華麗な

舞いとおはやしが街中に響きわたると、本格的な春

がやってくる。

◆4月24日 ・9月 24日 白虎隊墓前祭

飯盛山白虎隊の墓前で行われ、高校生が剣舞を奉

納。悲運の白虎隊士をしのぶ。

◆4月中旬  お花見

鶴ヶ城は約1,000本の桜が咲く名所。本丸を中心

に花見客で連日夜遅くまでにぎわう。照明に映える

夜桜や白亜の天守閣もすばらしい。

◆6月下旬　ホタル祭り

　ホタルの森公園において、北会津地区のシンボ

ルであるホタルの鑑賞会や地元農産物の直売等、各

種イベントを開催。

◆7月１日～9月上旬  お日市

7月 1日から、ほとんど毎日のように市内の町内

の神社、仏閣でお日市が開かれている。いわゆる縁

日で、9月上旬まで行われる。

◆7月20日～8月20日  猪苗代湖湖水浴

夏といえば海だが、山国会津では猪苗代湖での湖

水浴となる。小石ケ浜、中田浜、崎川浜とも磐梯山

が望め、マリンスポーツや涼を求める人でにぎわ

う。

◆8月1～7日　会津高野山詣り

別名・冬木沢詣りと呼ばれ、お盆中の各家庭にお

帰りになるご先祖様を、会津の野辺である冬木沢ま

でお迎えに行く、盆迎えのお詣りである。

◆8月5日　空也念仏踊り

　 この踊りは、祖先の供養と成仏を願う夏の祭礼期

間中に、1回のみ奉納される念仏踊りで、空也上人

により広められたというものである。今では、本拠

地の京都でも原型が消滅している貴重な民俗芸能で

あり、県指定重要無形民俗文化財に指定されている。

◆8月中旬  芦ノ牧温泉盆踊り

　芦ノ牧温泉の宿泊者や市民が参加し、盆踊り大

会が行われる。

◆8月中旬  東山温泉盆踊り

温泉街の中心を流れる湯川にやぐらが組まれ、有

名な「会津磐梯山」のおはやしに合わせ踊りの輪が

広がる。

◆9月23～25日  会津まつり

本市最大のイベントは、この会津まつり。25日

にはメインの会津藩公行列が行われ、戊辰に散った

白虎隊や娘子隊など総勢 500名を超える時代行列が

市内を勇壮に練り歩く。

◆10月～11月上旬  芋煮

木の葉も色づく頃、川原で煙が立ち上がる。秋の

味覚「芋煮」である。里芋、コンニャク、肉、キノ

コなどの具をたっぷり入れて煮込む。市内の料亭な

どでも郷土料理として楽しめる。

 

◆鶴ヶ城

　至徳元年(1384年)葦名直盛が築いた東黒川館が

始まりといわれている。文禄 2年(1593 年)に、蒲

生氏郷が本格的な城郭を築城し、名前も黒川城から

「若松城」と改められた。この時積まれた石垣が現

在の天守台で、400年以上経た今も朽ちることなく

往時の姿を偲ばせている。

　慶長 16年（1611年）会津地方を大地震が襲い、

石垣はもとより天守閣は大きく傾いた。この天守閣

を改修し、さらに西と北にあった馬出しを西出丸・

北出丸といった出丸に改修し、ほぼ現在の姿を作り

上げたのが、加藤明成である。

　幕末、鳥羽伏見の戦いに端を発した戊辰戦争も、

戦いの場は会津へと移り、約一ヶ月の籠城戦を戦い

抜いた。その名城も明治 7年には建物が民間に払い

下げられ取り壊された。

　昭和 9年に国から史跡としての指定を受けた。現

在の天守閣は、昭和 40年に昔の姿そのままに再建

されたものである。平成 9年から平成 12 年には、

干飯櫓・南走長屋を史料に基づき、往時の工法を用

いて本格的な復元を行い、平成 22 年度には幕末期

に使われていたという赤瓦を使用し、天守閣の瓦の

葺き替えを行った。最上階の欄干についても、赤か

ら黒へ塗り替えた。さらに、平成 27年、天守閣再

建 50周年を迎え、展示の全面リニューアルを実施

した。

　会津は奥州の要であり、名だたる戦国大名・勇将
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が相次いで入部した。独眼竜で知られる伊達政宗、

「天下人」と目された蒲生氏郷、豊臣政権での五大

老上杉景勝、賤ヶ岳の七本槍で名高い加藤嘉明、そ

して名君の誉れ高い保科正之である。

　その武人たちの広大な居城の縄張りの大部分が

残っている。

◆茶室麟閣

今から約400年前、当時の領主蒲生氏郷が、茶道

の大成者といわれた千利休の子少庵を会津の地にか

くまい、少庵好みの茶室を建造し、茶道を普及させ

たといわれる。このゆかりの茶室麟閣は、明治2年

に民間人の庭に移されたが、平成 2 年に市制 90周

年を記念して、鶴ヶ城本丸内の往時の場所に移築さ

れた。

また、平成 11年 3月には、県の重要文化財の指

定を受けた。

◆飯盛山－白虎隊自刃の地－

戊辰戦争の折に、わずか 16～17歳の白虎隊士が自

刃したのがここ飯盛山で、市街地より北東の郊外にあ

り、鶴ヶ城や城下町を一望する小高い山である。白

虎隊士の墓は参道の石段を登りきった広場の左手に

あるが、今なお参拝者の香煙が絶えることはない。

墓の前の広場には、白虎隊を讃えてローマ市民か

ら贈られた石柱やドイツ大使館武官から贈られた碑

などがある。また、寛政 8年（1796）に建築された

「さざえ堂」（旧正宗寺三匝堂）は世界的にも珍し

い建築物として高く評価され、国の重要文化財に指

定されている。

◆旧滝沢本陣

一箕町の旧滝沢村にあって、白河街道に面し、藩

主休息のための本陣として使われた。所有者の横山

家は滝沢組 11カ村の郷頭をつとめた旧家である。

戊辰戦争の際は会津藩の本営となり、藩主松平容

保が白虎隊士中二番隊に出撃命令を下した所でもあ

る。西軍が城下へ侵入した際の痕跡が、今なお柱や

戸板に弾痕や刀傷として残っている。

戊辰戦争により、江戸時代の武家屋敷等が焼失し

たなか、数少ない江戸時代の建物である。

現在、敷地は国の史跡に、主屋と座敷が国の重要

文化財に指定されている。

◆院内御廟（史跡会津藩主松平家墓所）

東山温泉入口西側の山中にあり、15haという広

大な墓域には老樹がうっそうと生い茂り、そのなか

に藩主の墓がひっそりと佇む。この墓所は全体が、

山の斜面を切り開いて造られており、ここには歴代

藩主の墓のほか、侍妾や子女が葬られている中之御

庭・西之御庭がある。

藩主の墓は、二代藩主保科正経が仏式であるもの

の、三代藩主松平正容から九代藩主容保までが神式

によって葬送が行われている。

神式の墓には、鎮石・表石など、この墓所独自の

ものが見られるが、碑石は、亀の形をした台座の上

に藩主の業績を書いた 5ｍ程の方柱をのせた形が、

特に目を引く。

なお、藩祖保科正之は、遺言により猪苗代町の土

津神社に祀られている。
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◆御薬園（名勝会津松平氏庭園）

　御薬園の起源は、永享年間（1429～1441）、葦

名家十代盛久が霊泉湧出するこの地に別荘を設け

たことに始まるといわれる。その後、松平正容の時

代に園内で薬用人参をはじめとする薬草の栽培を

行ったところからこの名がつけられた。

　庭園は、元禄時代に小堀遠州の流れをくむ園匠の

目黒浄定によって築庭されたと言われており、東山

の山並みを借景とした庭園となっている。庭園の中

心には、「心字の池」を配し、その西側に元禄 9年

に建てられた「御茶屋御殿」、中島には数寄屋造り

の「楽寿亭」が建つ。華美なものを一切排除し、大

名の別荘としては極めて質素な造りで、会津藩の気

風を静かに物語っているといえる。

　昭和 7年には国の名勝に指定された。

◆蒲生氏郷の墓

　市の繁華街である神明通りのほぼ中央東側の興徳

寺境内に、氏郷の墓の五輪塔がある。

　天正 18 年、天下統一を果たした秀吉は、奥羽地

方、特に伊達政宗をけん制するために氏郷を会津に

配した。氏郷は、当時黒川と称したこの地を郷土の

森にちなんで若松と改名し、城や城下町を設けるな

ど、政治、文化、産業の興隆に力を注いだ。

　氏郷は、文武両道に秀でていたといわれるが、会

津入りより 5年後に京都で不帰の人となり、興徳寺

にも、その子秀行によって墓がつくられた。

◆背あぶり山

猪苗代湖と会津盆地の間に立つ標高 834.9ｍの山

で、市民の憩いの山として親しまれている。山頂か

ら望む会津平野はもとより、猪苗代湖や磐梯山の雄

大な景観は見事である。

市街地から比較的近く、登り口から車で 20分、

徒歩でも約 2時間程で行ける自然公園で、冒険の

森、自然遊歩道、キャンプ場などのレジャー施設を

備えている。おけいの墓、秀吉ゆかりの関白平の歴

史散策に、また、初夏のつつじ、秋の紅葉狩りや芋

煮などに一度は訪れてみたい。

◆東山温泉

およそ 1300年前、僧行基によって開かれた東山

温泉は、古来奥羽三楽郷のひとつに数えられる。湯

川の渓谷を挟んで近代的な旅館が立ち並ぶ東北屈指

の温泉で、みちのく情緒を今なお残している。

特にお盆を中心として開かれる「東山盆踊り」

（8月 13日～16日）は、その規模とにぎわいから

も全国的に有名である。現在旅館数が 19軒、収容

人員約4,000人で、観光会津の奥座敷としての役割

を担っている。

◆芦ノ牧温泉

  市の中心部から約 16 キロ南下した大川の渓谷沿

いに開けた温泉で、湯量も豊富。現在急激に発展し

ている温泉で、旅館数が 11軒、収容人員約 2,600

人となっている。大川ラインの中心部に位置し、情

緒豊かな露天風呂もある。毎年 8月中旬には「夏ま

つり」が開かれる。

○この他にも、会津藩校日新館跡、善龍寺、なよ竹

の碑、阿弥陀寺、西軍墓地など戊辰戦争にまつわる

史跡をはじめ、古くは大塚山古墳や葦名家廟所、さ

らにキリシタン塚などの名所旧跡は数多い。

　また、飯盛山には白虎隊の記念館や会津武家屋敷、

地場産業の歴史を紹介する漆器店や酒造歴史館、県

立博物館などの施設もあり、自分でコースを選んで

散策するのも一興である。まちなかを走るレトロバ

ス「ハイカラさん」が一助となる。また、昔から伝

わる郷土料理の店を組み合わせたりすれば、旅情も

一層味わいのあるものとなるだろう。
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観光・物産関係者が一丸となって、新たな会津観

光・物産の進展を目指していくために、観光・物産

関係の民間組織の力を結集し、本市の観光・物産振

興を図る目的で、一般財団法人会津若松市観光公社

と会津若松観光物産協会が、平成 26 年 4 月に統合

し、一般財団法人会津若松観光ビューローが設立さ

れた。

【一般財団法人　会津若松市観光公社】

平成元年 3月 20日

　設立許可(福島県知事所管法人)

平成元年3月24日

　法人設立登記(基本財産30,000千円)

平成元年4月1日

　営業開始

　(若松城天守閣、会津若松野外趣味活動

　 施設等の受託開始)

平成2年10月 1日

　茶室麟閣の受託開始

　（有料開始:平成3年4月1日）

平成3年4月1日

　会津松平氏庭園御薬園の受託開始

平成18年 4月 1日

　「若松城天守閣」「会津若松市麟閣」「会津若松市

　営駐車場」に係る指定管理者として、施設管理業

　務を受託。

　（平成18年度～平成21年度）

平成22年 4月 1日

　「若松城天守閣」「会津若松市麟閣」「会津若松市

　営駐車場」に係る指定管理者として、施設管理業

　務を受託。

　（平成22年度～平成25年度）

【会津若松観光物産協会】

昭和34年

　会津若松観光協会設立

昭和36年

　会津若松物産協会設立

昭和62年

　会津まつり協会設立

平成11年 8月 17日

　3協会が統合され、会津若松観光物産協会が設立。

● 基本財産額 55,000,000円 

　市 30,000,000円

　会津若松観光ビューロー25,000,000 円

　寄附行為第3条に掲げる目的を達成するため、市民

観光意識高揚事業、観光情報提供事業、企画展開催事

業及び観光振興事業による地域観光産業発展への動機

づけをはじめ、物産推進に関する事業、地域イメージ

の向上や旅行商品の企画等に必要な情報等を提供する

観光誘客キャンペーンを開催する。

また、会津若松市との管理協定等に基づく施設の

維持管理運営のほか、当該管理施設の利用促進に資

する催事（麟閣における千少庵忌による月釜、御薬

園における初釜、紅葉の集い等）、各施設の特性を

十分に生かした観光サービス事業（呈茶、喫茶等）

の実施、さらには会津地域の伝統産業等を広く紹介

し、会津観光物産品のアンテナショップ的役割を担

う売店運営や軽飲食、観光案内、旅館宿泊案内など

の付帯事業を行い、観光客の利便性向上、地域内観

光施設、地場産業との業務提携による地域観光産業

の振興に努めている。
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理事会

　一般財団法人 会津若松観光ビューロー　一般財団法人 会津若松観光ビューロー

設立趣旨

〔鶴ヶ城・郷土博物館・御薬園・町方伝承館〕

〔6人以上10人以内〕

沿　革

資産概要

事業の概要

組織機構

事業本部

監　事

施設管理部

観光物産事業部

総務管理部

理　事

〔評議員会・理事会・経理・労務〕

評議員会 〔3人以上5人以内〕

〔1人以上2人以内〕

〔観光推進・物産推進・コンベンション推進〕



◆若松城天守閣  

　【施設の概要】

    ・再建       昭和40年 9月18日

・延床面積   2,210.24㎡

・1～3層    文化財展示室

・4～5層    展望台

・走長屋

・干飯櫓    (平成12年 12月 5日から)

・南走長屋          〃

・受託開始   平成元年4月1日から

◆茶室麟閣

  【施設の概要】

  　・移築完成   平成2年 9月12日

・建築面積   58㎡

・敷地面積   1,251㎡

・受託開始   平成2年10月 1日から

◆市営駐車場

【施設の概要】

  　・西出丸駐車場　　  8,983.07㎡

  　・三ノ丸駐車場　　  2,670.64㎡

  　・南口駐車場　　  　1,531.34㎡

　　・東口駐車場　　　　5,846.00㎡

　　・受託開始   平成14年 10月 1日から

  【管理契約】

　　 指定管理者制度導入により、「若松城天守閣」

　　「茶室麟閣」「市営駐車場」の3施設を一括し委託協

　定締結。

　　・協定期間　平成26年 4月 1日

～平成30年 3月 31日

　　・業務内容　施設維持管理業務

・委託料　平成27年度

　　142,000千円と、施設の利用料金収入から

　142,000千円及び利用促進契約に係る委託料

　に相当する額を減じた残額の10％に相当する

　額との合計額。

　【利用促進契約】

・「指定管理者が行う業務の範囲」に基づく

「営業活動の推進」及び「地域観光の推進」

に関する業務。

　　・契約期間　平成27年 4月 1日

～平成28年 3月 31日

◆鶴ケ城公園

  【施設の概要】

   ・供用開始　　　　　  昭和58年 8月 16日

　　・敷地総面積　　　　  373,000㎡

 ・史跡指定区域面積    228,528㎡

・公園内公衆トイレ    4施設

・駐車場              西出丸、東口

・夜間照明            前照灯、防犯灯

  【管理契約】

　・管理    公園内清掃（公衆トイレを含む）、

　　　　　　樹木管理、園路整備

・委託料     17,800千円（平成27年度）

・受託開始   平成元年4月1日から

◆御薬園

  【施設の概要】

・施設      御茶屋御殿、重陽閣、楽寿亭、涼

風舎、薬用植物園

    ・敷地面積  18,435㎡

  【管理契約】

　　 指定管理者制度導入により管理に関する委託協

定締結

　　・協定期間　平成26年 4月 1日

～平成30年 3月 31日

・業務内容　施設維持管理及び運営

・委託料　  10,718千円（平成27年度）

◆背炙山公園

【施設の概要】

　　・供用開始　　昭和31年 8月 10日

　　・敷地総面積　723,900㎡

    ○レストハウス

・開設        昭和53年 12月 18日

・建築面積    410㎡

    ○レクリエーション施設

・施設       冒険の森、フィールドアスレチッ

クス

・開設        昭和54年 5月 1日

・敷地面積    6,881㎡

    ○キャンプ場

・敷地面積    15,875㎡

○野草ゾーン

・敷地面積    3,000㎡

    ○関白平／芝生公園

・敷地面積    3,530㎡

  【管理契約】

・管理        給水(水源地)管理、公園内清

掃、植栽管理、遊歩道管理（除

草等）、 駐車場管理等

・委託料      4,850千円（平成27年度）

・受託開始    平成元年4月1日から
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Ⅰ一般事業

【観光推進事業】

１観光案内所事業

　会津若松駅や鶴ｹ城、飯盛山での観光案内所の運営

をとおし、外国人も含めた本市来訪者への観光案内

を実施する。

　⑴会津若松駅観光案内所（Ｖ案内所）

　⑵鶴ヶ城観光案内所（Ｖ案内所）

　⑶飯盛山観光案内所

２ＰＲ活動事業

　本市観光の総合案内サイトとして「会津若松観光

ナビ」の運営や、観光パンフレットや観光案内地図

などの各種ＰＲツールの作成配布により誘客宣伝を

推進する。

　・ホームページの運営

　・観光案内地図作成

　・会津もの知り図鑑「あいばせ」作成　ほか

３会津若松市観光大使事業

　会津親善大使「会津キャンペーンクルー」を委嘱

し、市内外でのイベントやキャンペーンの派遣をと

おし、本市の観光ＰＲに努める。

４観光誘客に資する事業

　・御三階の特別公開　　

　・まち歩きスイーツ＆カフェ事業

　・まちなかライトアップ事業

　・戊辰１５０年事業「歴史探訪」

５受入体制の向上に資する事業

　・手ぶらでまちなか観光事業

　・会津若松駅でのおもてなし事業

　・ボランティアガイド運営事業

【物産推進事業】

６物産推進事業

　ゆかりの自治体との交流や民間事業者、関係団体

との連携協力により、首都圏をはじめとした県外各

地でイベント、キャンペーンを実施し、本市物産情

報をＰＲする。

　・鉄道事業者など関係団体との連携事業

　・各種観光ＰＲ事業との連携事業

　・ゆかりの自治体との連携事業

　

Ⅱ観光物産復興特別事業

　東日本大震災からの復興に特に資することのでき

る観光・物産事業に取組む。

【観光推進事業】

１旅行エージェント助成金事業

　会津への旅行商品を造成する旅行エージェントに

対する助成金制度により、冬季の誘客促進を図る。

２観光交流推進事業

　新潟や京都等との連携により、各県や首都圏にお

ける誘客イベントや物産キャンペーンなど広域的な

誘致活動をとおし、交流人口の拡大を図る。

３コンベンション推進事業

　各種会議・大会などのコンベンション誘致を推進

するため、コンベンション助成制度の構築と効果的

な運用やパンフレットの作成などにより、誘致受入

体制の整備充実を図る。

　・コンベンション開催支援

　・アトラクション助成

　・歓迎看板作成助成

　・エクスカーション助成

４教育旅行推進

　震災により減少した教育旅行の回復と更なる誘致

推進のため、首都圏等を中心に、学校や教育委員会、

旅行エージェントの訪問説明などをとおし、教育旅

行誘致を推進する。

　・教育旅行用パンフレット等の作成

　・学校や旅行エージャント向けキャラバン、個別

　訪問の実施

　・市内民間施設と協働による受入体制の整備充実

５インバウンド推進

　インバウンド誘客に向け、関係機関と連携しなが

ら積極的な誘致活動を行うとともに、観光案内所や

各種看板等の多言語化など受け入れ態勢の充実に向

けた取り組みを実施する。

　・外国語ガイドの運営

　・ホームページ運営

　・多言語パンフレットの作成

【物産推進事業】

６物産プロモーション事業

　本市物産の価値や魅力の発信と販売促進のため、

交通事業者との連携協力により、首都圏や近県主要

駅における物産展を開催し、効果的な物産振興を図

る。
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行政が主体となって実施していた「まつり」を民

間の方々の主導に委ねることにより、新たな発想の

下での新たな賑わいを創出することを目的とした

「会津まつり協会」が、昭和62年に設立され、四季

のまつりの開催などにより、本市の地域の振興に大

きな役割を果たしてきた。

平成11年 8月、会津若松観光協会、会津若松物産

協会、会津まつり協会の 3協会が統合され、会津若

松観光物産協会が設立された。

平成26年 4月に一般財団法人会津若松市観光公社

と会津若松観光物産協会が統合し、「一般財団法人

会津若松観光ビューロー」が設立された。この際に、

先人への感謝、慰霊、市民の連帯という目的を再確

認して、市民参加によるまつりの目的に沿った迅速

かつ機動的な対応が図られるように、まつりに特化

した意思決定、運営できる体制を推進するため、

「会津まつり協会」が設立された。

◆役員構成等　　　　　　　（平成28年 6月）

 　　会長   　　 1名 (会津若松市長)

 　　副会長  　　2名

 　  理事   　　 4名

 　　監事    　　2名

◆事務局体制

　今年度についても、「ふくしまアフターデスティ

ネーションキャンペーン」をはじめとした、様々な

事業が行われることから、会津まつり協会において

も会津まつりをはじめとした地域振興事業について、

これらの事業と連携を図りながら実施していくとと

もに、前年度の各事業の結果を踏まえながら、事務

局体制を含め、より効率的・効果的な事業運営の努

めていく。

１　会津まつり事業

　まつり・イベントによる地域振興に取り組むもの

とし、象徴的な取組みとなる会津まつりは、先人へ

の感謝・慰霊、市民の連帯という目的を再認識し、

より一層市民が参加できるまつりの実現を目指す。

　・9月 23日（金）

　　提灯行列・会津磐梯山踊り

　・9月 24日（土）

　　日新館童子行列・鼓笛隊パレード

　　会津磐梯山踊り

　・9月 25日（日）

　　先人感謝祭・会津藩公行列

２　親善交流事業

　市民親善交流団として、本市ゆかりの地を訪れ、

先人の遺徳を顕彰し相互の親善を深め、更には経済

の活性化、教育・文化の振興を図る。

３　大戸岳山開き事業

　本市最高峰の大戸岳の魅力発信を図ると共に、地

域住民によるイベントを盛り込み、登山客等の集客

を行う。

４　歳の神事業

　小正月の伝統行事である「歳の神」の継承を目的

とする。

　

５　まつり地域支援事業

　　各種まつりや郷土芸能事業を支援する。

　【主な事業】

　・鶴ヶ城さくらまつり

　　　大茶会、ライトアップ、子ども神輿、會津十

　　　楽、おもてなし市、植木市、大撮影会などと

　　　連携して事業を支援する。

　・会津絵ろうそくまつり

　　　会津絵ろうそくまつり実行委員会

　　（事務局：会津まつり協会）

　　　2月上旬開催
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事務局次長

主任
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（趣旨）      

  本市農業・農村の目指すべき姿を明確化し、食料、

農業及び農村に関する施策を総合的かつ計画的に実

施するための基本的な方針とこれを実現するための

方策を明らかにしたものである。

（位置付け）

市政運営の基本指針となる「会津若松市長期総合

計画」の農業・農村分野の計画並びに、「会津若松

市食料・農業・農村基本条例」に基づく基本計画、

また、農業・農村に関する各種計画の上位計画とな

る。

（対象期間）

  平成19年度から平成28年度まで（10ヶ年計画）

（テーマ）

  「共生と循環」食農文化がいきづく魅力と活力あ

る農業・農村をめざして

（目指すべき姿）

○ 健全な食生活を支える食料の安定供給

○ 持続的に発展する魅力ある農業の構築

○ 自然環境と調和した活力ある農業・農村の振興

（施策の方向）

○ 消費者の視点に立った安全な食料の安定供給

○ 担い手の育成による地域農業の持続的発展

○ 交流と共生による農業・農村の活性化

（講ずべき施策）

第1節 消費者の視点に立った安全な食料の安定供給

1. 地域内食料自給体制の確立

2. 会津ブランドの確立

第2節 担い手の育成による地域農業の持続的発展

1. 地域農業担い手の育成

2. 集落営農の組織化による生産性の向上

3. 農業６次化の推進

4. 農業生産基盤の整備と優良農地の確保 

5. 情報を活用した農業の展開 

第3節 交流と共生による農業・農村の活性化

1. 都市住民との交流体験活動による地域農業

の活性化

2. 自然環境にやさしい農業の推進

3. 活力ある快適な農村生活環境の整備

◆専業・兼業別農家戸数         (単位：戸)

区  分 平成27年 平成22年 平成17年

専  業 542 496 377

兼業
1種 346 502 596

2種 1,238 1,593 1,910

計
2,126

 (2,842)

2,591

(3,290)

2,883

(3,489)

※数値は販売農家総数（ ）内の数値は総農家数 

◆農家人口の推移        

区  分 平成27年 平成22年 平成17年

人    口(人) 124,085 126,220 131,389

農家人口(人) 8,880 11,515 14,072

比    率(％) 7.2 9.1 10.7

※販売農家における数値

◆農業就業人口の年齢分布         (単位：人)

区  分 平成27年 平成22年 平成17年

15～29才 148  (4.0％) 67 276

30～39才 107  (2.9％) 　94 　116

40～49才 132  (3.6％) 　159 　326

50～59才 433  (11.8％) 　694 　817

60才以上 2,862  (77.7％) 3,197 3,779

計 3,682 (100.0％) 　4,211 5,314

※ 販売農家のうち、自営農業に主として従事した世

帯員数

◆経営耕地面積                    (単位：ha)

区  分 平成27年 平成22年 平成17年

田 5,135 （88.8％)  5,562  5,690

畑 482   (8.4％)  　565  　543

樹園地 164   (2.8％)  　185  　198

計  5,781 (100.0％)  6,312  6,431

※販売農家における数値

◆経営耕地規模別農家数　　   　  (単位：戸)

区  分 平成27年 平成22年 平成17年

0.5ha未満   153  (7.2％) 196  237

0.5～1.0ha 　 330 (15.5％) 　423 491

1.0～3.0ha 1,009 (47.5％) 1,300 1,490

3.0～5.0ha    385 (18.1％) 　448 　481

5.0ha以上    249 (11.7％)  　224  　184

平均経営面

積
272ａ 　244a 　223a

※販売農家における数値
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農業者等が、農業経営の改善や自立経営の促進に

必要な資金を融資機関から借りた際に、融資機関に

対して利子補給を行うことにより、農業者の負担を

軽減し、農業の振興に寄与する。

◆貸付対象者

【農業担い手資金の個人又は法人利用の場合】

地域農業を担う農業を営む個人又は法人であっ

て、次のいずれかに該当する者のうち、農業経営を

総合的かつ計画的に経営改善しようとするもの

ア　水田経営面積4ha以上の者

イ　あいづ地域水田農業ビジョンに担い手として位

置づけられた者

ウ　持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関す

る法律（平成 11年法律第 110号）第 4条に規定

する持続性の高い農業生産方式の導入に関する計

画の認定を受けた者

エ　農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関す

る法律（昭和25年法律第175号）第 15条第2項

に規定する認定を受けた者

オ　福島県特別栽培農産物認証要綱（平成 13年 12

月 13日決裁）第 2条の規定に基づく認証を受け

た特別栽培農産物を栽培する者

カ　地域振興作物の生産拡大に取り組む農業者で

あって、市長が認めた者

【農業担い手資金の共同利用の場合】

農業者の組織する団体で、総合的かつ計画的に

経営を改善し、集落営農を担っていこうとするもの

【農業後継者資金】

農業経営を実質的に継承する者で、おおむね 18

歳以上35歳未満の農業後継者

【認定農業者の農業資金利用】

農業経営基盤強化促進法第 12条に規定する農業

経営改善計画の認定を受けたもの

◆利子補給率(平成28年 4月 20日現在)

 ･農業担い手資金の場合　　　1.30％

 ･農業後継者資金  　　　　　1.30％

 ･認定農業者資金　　　　　　1.40％

◆実質貸付利率(平成28年 4月 20日現在)

 ･農業担い手資金の場合　　  0.10％

 ･農業後継者資金 　無利子（融資機関が一部負担）

 ･認定農業者資金　　　　　　無利子

◆貸付総限度額(平成28年度貸付分)

 ・208,000千円以内

◆貸付期間    

 7年以内

◆対象事業

【施設等整備事業】

農舎、畜舎、蚕室、農産物乾燥施設、たい肥

舎、農作物育成管理用施設、サイロ、たい肥盤、

農業用貯溜槽、果樹柵、牧さく、農業用索道、排

水施設、かん水施設、農作物集出荷施設、農作物

処理加工施設、農産物貯蔵施設、農産物資材製造

施設、病害虫等防除施設、ふ卵育すう施設、きの

こ栽培施設、家畜人工授精施設又は農業生産（農

作物の処理加工を含む）に伴って生ずる公害の防

止のために必要な施設の改良等に要する資金

【農機具等導入事業】

原動機、揚排水用器具、耕うん整地用器具、農

産物育成管理用器具、肥料調整散布用器具、病害

虫等防除用器具、集積調整用器具、農産物処理加

工用器具、畜産用器具、養蚕用器具又は運搬用器

具等の取得に要する資金

【園芸の植栽等事業】

果樹、ホップ、桑、アスパラガス又は花木等の

植栽に要する資金（果樹等の定植地ごしらえ、石

垣積、土波打、深耕抜根、苗木代）

【家畜購入事業】

肉用牛その他の家畜の購入に要する資金

【土地改良事業】

土地改良事業賦課金（県又は市の補助対象事業

にあっては県又は市から交付を受けている補助金

に相当する金額を除いた金額）、小土地改良に要

する資金

【環境整備事業】

集会、研修施設等の改良・造成又は取得に要す

る資金

◆貸付限度額

事業費の 100％以内（ただし、農業担い手資金

は 500万円以内、農業後継者資金は 250万円以

内、認定農業者資金は 500万円以内（ただし、青

色申告を行っている場合は 800万円以内）とす

る。）
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◆利子補給実績

年 度 金 額 （円）

平成27年度 8,316,640

　　26年度 8,552,926

　　25年度 8,644,315

　　24年度 8,736,321

　　23年度  9,437,273

    22年度 10,073,688

　　21年度 11,489,340

　　20年度 11,882,853

　　19年度 10,443,355

　　18年度 10,150,825

◆その他

 ○ 国、県制度資金を利用する事業については、こ

の資金の対象としない。ただし、市長が認めた場

合はこの限りでない。

平成25年度より、「農業者戸別所得補償制度」を

「経営所得安定対策」に名称変更し、主食用米偏重

ではなく、麦、大豆、飼料用米など需要のある作物

の生産を振興し、意欲ある農業者が、自らの経営判

断で作物を選択する状況を実現するために実施され

ている。

◆対策実施期間

 平成25年度～平成29年度（5カ年）

◆生産目標面積 （平成28年度）

 3,509ha

      

＜経営所得安定対策の概要＞

○畑作物の直接支払交付金

　麦、大豆、そば、なたねなどを生産数量目標に

従って生産する農業者に対し、標準的な生産費と販

売価格の差額を交付する。

○水田活用の直接支払交付金

　水田で麦、大豆、米粉用米、飼料用米などの戦略

作物を生産する農業者に対し、主食用米並みの所得

を確保し得る水準の交付金を交付する。

       　　　（単位：円/10ａ）

麦、大豆、飼料作物

ＷＣＳ用稲

加工用米

飼料用米、米粉用米（収量に応じ）

二毛作助成

耕畜連携助成

産地交付金

・担い手への作業集積加算（そば）

・担い手への作業集積加算（大豆）

・地域振興作物推進（アスパラ）

・地域振興作物推進（その他）

・そば作付助成

・米粉用米助成（コシヒカリ）

・遊休水田解消支援

・飼料用米助成（県助成）

・加工用米助成（単年）

・加工用米助成（複数年）

・備蓄米助成

・酒造好適米助成

・そば、なたね助成

・多収性専用品種助成

・飼料用米助成（市助成）

35,000円

80,000円

20,000円

55,000 ～

105,000円

15,000円

13,000円

 8,000円

10,000円

30,000円

20,000円

 7,000円

40,000円

 5,000円

10,000円

12,000円

24,000円

 7,500円

 5,000円

20,000円

12,000円

10,000円

※予算枠を超えた場合は減額調整を行う

○米の直接支払交付金（7,500円/10a）

　米の生産数量目標に従って生産する農業者に対

し、標準的な生産費と販売価格の差額を交付する。

◆経営所得安定対策実施状況（平成27年度）

   ・経営所得安定対策対象者数    　　   3,061戸

   ・経営所得安定対策加入者数　　　　　 　1,695戸

   ○年度別実績

区分 27年度 26年度 25年度

転作目標面積(ha) 2,043.3 2,004.9 1,426.0

実施面積(ha) 1,878.9 1,903.1 1,356.0

達成率(％) 92.0 94.9 95.1

補助金額(千円) 660,732 635,306 939,317

-213-

水田利活用推進対策



◆転作等の状況

区 分
年

度
目標面積 実施面積 達成率

(％)

    転                作

加工

用米

備蓄

米
穀物計 麦 そば 大豆

野菜

水田農

業確立

対策事

業

2 781 809.5 103.6 165.0 251.1 22.7 129.2 64.0 144.4

3 781 800.6 102.5 156.5 249.2 41.5 119.7 61.9 128.4

4 655 731.1 111.6 142.7 252.7 69.6 94.2 54.2 107.3

水田営農

活 性 化

対    策

5 638 690.8 108.3 160.3 181.8 63.9 70.0 47.9 94.0

6 587 591.0 100.7 116.6 135.9 34.9 55.7 45.3 76.3

7 697 763.0 109.4 111.7 197.4 0.6 145.6 51.2 77.1

新 生 産

調整推進

対    策

8 707.8 717.5 101.4 - 245.5     0 192.7 52.7 78.0

9 700.8 709.1 101.2 - 283.0     0 229.3 50.8 71.9

緊急生産

調整推進

対    策

10    1,028.2 1,029.1 100.0 97.0 413.1   0.3 365.6 56.2 74.1

11    1,015.2 1,016.9 100.1 103.0 438.3   1.4 369.5 65.6 73.1

水田農業

経営確立

対　  策

12 952.2 955.3 100.3 105.3 479.9 　0.8 331.8 89.1 77.3

13    962.1 962.7 100.0 123.1 496.3   1.1 377.9 117.3 74.0

14 1,009.0 893.7 88.6 91.3 475.9 0.4 321.4 154.1 76.6

15 1,083.0 889.4 82.1 116.4 435.2 0.4 292.6 142.2 89.1

水田農業

構造改革

対策

水田利活

用推進対

策

16 1,248.8 1,047.0 83.8 86.8 286.7 0.4 191.7 94.6 133.7

17 1,644.3 1,368.8 83.2 159.5 466.2 0.2 297.2 168.8 187.5

18 1,699.5 1,338.2 78.7 127.2 490.3 0.1 248.1 242.1 173.9

19 1702.5 1,273.7 74.8 167.1 524.6 0.1 258.7 265.8 200.0

20 1,684.1 1,262.4 75.0 87.2 553.0 0.1 272.7 280.2 192.4

21 1,650.0 1,223.5 74.2 13.3 530.3 0.2 272.1 258.0 188.0

22 1,671.2 1,314.3 78.6 125.6 500.0 0.0 260.0 240.0 167.3

23 1,404.0 1,256.2 　89.5 3.4 569.2 0.0 332.7 236.5 194.3

24 1,266.3 1,196.7 94.5 1.5 549.0 0.0 336.6 212.4 193.6

25 1,426.0 1,356.0 95.1 136.1 16.5 595.3 0.8 383.0 211.5 126.1

26 2,004.9 1,903.1 94.9 135.6 579.6 542.5 0.0 350.0 192.5 199.3

27 2,043.3 1,878.9 92.0 84.1 587.5 507.7 0.0 307.1 200.6 197.4
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(単位：ha)

内                      訳  

果樹 花き 薬用作物飼料作物 その他 計
通年施行 保全管理

自   己

保全管理
調整水田

9.6 6.5 53.8 114.4 実績25.2 770.0 0.3 27.8 11.4 -

9.8 7.9 51.7 119.7
実績37.3

消費純増6.9
767.4 0.3 20.6 12.3 -

9.1 7.9 47.2 103.0
実績21.9

消費純増6.2
698.0 1.9 17.8 13.4 -

9.5 7.3 42.5 105.3 実績61.9 662.6 0.6 15.9 11.7 -

6.6 8.7 38.9 100.6
実績82

消費純増2.5
568.1 1.2 9.3 12.4 -

5.3 10.6 33.8 111.7
実績115.3

消費純増2.8
665.2 3.6 13.7 12.7 67.3

3.4 12.3 28.4 105.5 実績74.9 548.0 3.4 13.5 22.4 130.2

2.8 11.3 24.9 76.9
実績算入105.6

その他転作4.9
581.3 2.8 - 17.1 107.9

3.6 11.4 21.2 58.8
実績算入152.4

その他転作31.5
863.1 15.3 - 19.6 131.1

3.0 10.3 17.9 44.9
実績算入158.3

その他転作19.3
868.1 5.3 - 20.6 122.9

2.7 10.6 12.8 26.3 217.0 826.6 3.6 - 32.9 92.2

3.3 9.6 11.0 18.5 184.1 796.8 11.5 - 70.4 84.0

3.0 8.6 10.1 13.6 159.5 747.3 6.9 - 76.6 62.9

4.4 8.1 9.7 10.1 179.0 735.4 12.8 - 101.2 39.8

38.2 23.2 8.6 10.1 407.2 907.7 2.3 - 108.9 28.1

61.7 30.5 7.4 16.6 91.1 861.0 37.9 - 211.1 99.3

43.6 50.3 7.1 14.6 201.0 980.8 3.9 - 270.7 82.8

60.3 30.5 6.6 16.0 111.2 949.2 1.5 - 237.0 86.0

61.3 31.5 7.2 10.8 75.1 931.3 8.0 - 232.2 90.9

56.8 28.1 6.8 11.3 79.3 900.6 10.8 - 225.1 87.0

50.5 27.9 6.9 10.3 221.6 985.2 4.9 - 121.0 78.1

54.5 27.7 5.9 10.8 92.9 955.3 8.0 - 204.2 85.3

54.8 26.9 4.9 17.0 75.7 846.3 1.7 - 178.7 68.6

55.7 25.2 4.6 12.4 158.2 977.5 1.4 167.4 73.6

53.2 24.8 4.7 8.8 42.7 876.0 15.9 239.5 68.2

52.9 26.2 4.4 7.2 43.1 838.9 27.8 250.7 66.4
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◆会津若松市農業再生協議会の設立

　米の需給調整や転作作物の生産振興、地域農業の
担い手の育成・確保、耕作放棄地対策を一体的に推
進するため、平成24年４月26日設立。

地域農業の健全な発展のため、農用地の効率的な

利用の促進、農業経営の改善や安定を図るととも

に、若者が積極的に参入できるような魅力ある農

業・農村を築き、地域農業の振興に寄与する。

◆担い手育成支援

 ●会津若松市農業再生協議会による支援

　○認定農業者への支援

　・コーディネーターの雇用による農業経営改善計

　　画認定申請書の作成支援

　・経営能力の向上支援にむけた研修会の開催

　・認定3年目および5年目の認定農業者に対する

　　農業経営改善状況調査の実施：94経営体

　・認定農業者数（平成27年度末現在）

若松 北会津 河東 合計

個人 150 123 59 332

法人 18 4 1 23

計 168 127 60 355

　

○集落営農組織への支援

　・集落営農に向けた研修会の案内

　・集落営農推進プロジェクトチームによる集落営

　　農座談会の開催：座談会を希望する集落におい

　　て随時開催

　・集落営農組織の設立等に向けた支援

　・集落営農組織の状況（平成27年度末現在）

農業生産法人 9法人

上記以外の集落営農組織 14組織

　

○収入減少影響緩和対策への加入促進

　・一定規模以上の経営面積をもつ認定農業者及び

　　集落営農組織等が加入できる水田経営所得安定

　　対策への加入促進に向けた支援

　・平成25年度加入実績

若松 北会津 河東 合計

認定農業者 132 96 51 279

集落営農組織 5 0 1 6

計 137 96 52 285

　○青年就農給付金（経営開始型）

　・新規就農者の経営開始当初の安定を図る為、年

　　間最大150万円（夫婦225万円）を最長５年間

　　給付

　　平成27年度給付実績

　　　24名（うち夫婦２組）　21,375千円

　　　※一部の給付者に対しては、平成27年に給付

　　　　予定の金額を平成26年に前倒しで給付。

◆農業後継者対策
 ●会津若松市農業青年協議会

農業青年の若い力を結集し、農業生産性の向上

と、経営の近代化を図るため、相互の技術研鑽と融

和を図り、地域農業の発展に寄与することを目的と

する。

　○事業内容

　・総会、役員会

　・県外視察研修、冬期学習会、プロジェクト活動、

　　墨田区での農産物即売

　・他団体との交流会、地域イベントへの参加、農

　　業体験受け入れ

　○組織構成

　・設立年月日    昭和51年 4月 29日

　・会員数   13名（門田地区2名、東山地区1名、

神指地区2名、高野地区1名、

石堂地区1名、大戸地区4名、

湊地区2名）

 

●北会津愛農クラブ

　　農業後継者の確保と連携を図り、農業経営近代

化、生活向上等により、次代を担う北会津地域の振

興、発展に寄与することを目的とする。

　○事業内容

　・総会、定例会

　・視察研修、中間検討会、プロジェクト活動、

　　情報交換会

　・他団体との交流会、農業体験受け入れ

　○組織構成
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　・設立年月日    昭和42年

　・会員数        13名

● 過去5年間の新規就農状況   　　  (単位:人)

◆新規就農者対策事業

○会津若松市新規就農者支援センター

 関係機関と連携した会津若松市新規就農者

 支援センターの活用により、本市農業の発展

を担う新規就農者の確保と育成を図る。

1、構成団体

①福島県

 ②あいづ農業協同組合

 ③会津若松市農業委員会

 ④会津若松公共職業安定所

 ⑤会津若松市

2、設立年月日

　　  平成15年 9月 29日

3、主な業務内容

①就農相談

②受入研修先の斡旋

③農用地の取得及び賃借斡旋

④営農指導、金融相談等自立に必要な指導助言

⑤ホームページ等による PR活動

4、平成27年度事業実績

・就農実績　１件

5、平成28年度事業予定

　　　・新規就農者の確保（年度内目標 5名）

　　　・ホームページを有効活用した新規就農希望

者の募集・確保

　　　・会津若松市新規就農者支援センター構成団

体との連携強化

　　・遊休農業機械及び施設の再調査、活用

　

　「農業振興地域の整備に関する法律」に基づき、

農業を振興すべき地域内における農地の保全・発展

に係る諸施策を定めるとともに、集団的農地及び農

業生産基盤整備事業の対象地等の優良農地を農用地

区域内に指定し、合理的な土地利用を推進する。

(1) 農用地利用計画

(2) 農業生産基盤の整備開発計画

(3) 農用地等の保全計画

(4) 農業経営の規模拡大及び農用地等の農業上の

効率的かつ総合的な利用の促進計画

(5) 農業近代化施設の整備計画

(6) 農業を担うべき者の育成・確保施設の整備計画

(7) 農業従事者の安定的な就業の促進計画

(8) 生活環境施設の整備計画

○農用地区域面積（各年度末）       (単位:ha)

区分 27年度 26年度 25年度

農

用

地

農

地

田 5,578 5,577 5,577

畑 782 783 783

樹園地 112 112 112

計 6,472 6,472 6,472

採草放牧地 0 0 0

小計 6,472 6,472 6,472

混牧林地 0 0 0

農業用施設用地 8 8 8

混牧林地以外の山林原野 230 230 230

その他 0 0 0

総面積 6,710 6,710 6,710

◆稲作振興

米穀流通情勢と消費動向に的確に対応し、適地適

作を基本に、銘柄米、良質米の収量、品質の向上を

図り、会津米としての産地確立を図る。

また、低コスト稲作の推進及び担い手確保のため

に、生産組織の育成に努める。

 ●生産実績

  ○生産状況（平成27年度実績）

    ・作付面積                4,620ha

    ・10ａ当たり収量           608kg

・総生産量（玄米）　　　28,100t    

・等級別内訳 　　1等    26,667t(94.9％) 

　　　　　　　　　2～3等     1,433t(5.1％)

※等級別内訳は、JAあいづ平成25年産米検査
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地域振興作物等生産対策事業

区分 26年度 25年度 24年度 23年度 22年度

学卒 1 0 2 2 1

U ﾀｰﾝ 9 4 5 3 1

新規参入 2 0 3 2 2

合計 12 4 10 7 4

農業振興地域整備事業



　実績から推測

 

●事業内容

　○低コスト・省力化米づくり促進

　　　水稲育苗に係る省力化技術としての直播栽培の

導入を進め、稲作の低コスト・省力化を促進する。

平成26年度直播実施面積　27.45 ha

 

  ○水稲作付面積及び収穫量の推移(平成27年度末）

年

度

作付面

積(ha)

10a当

たり収

量(kg)

総収量

(t)

10a当たり

平年収量

(kg)

作況

指数

H27 4,620 608 28,100 607 102

H26 4,640 617 28,600 593 104

H25 4,640 621 28,800 586 105

H24 4,630 604 28,000 588 101

H23  4,715   605 28,525 581 99

H22  4,640   605 28,100 588 102

H21  4,640   601 27,900 598 100

H20  4,770   615 29,300 600 102

H19 4,840 593 28,700 600 99

H18 4,870 599 28,700 606 99

H17 4,880 610 29,800 593 104

H16 3,610 589 21,300 592 99

H15 2,220 536 11,900 604 89

 H14 2,220 612 13,600 591 104

 H13 2,220 612 13,600 591 104

 H12 2,300 613 14,100 575 107

 H11 2,480 609 15,100 573 106

 H10 2,460 544 13,400 573  95

H9 2,600 584 15,200 573 102

H8 2,620 604 15,800 573 105

H7 2,770 534 14,800 574  93

H6 2,870 622 17,900 573 109

H5 2,840 380 10,800 573  66

H4 2,800 581 16,300 573 101

H3 2,680 552 14,800 573  96

 H2 2,690 612 16,500 578 106

 元 2,710 562 15,200 578  97

※平成 27年度は、農林水産省公表「平成 27年度産

水稲市町村別収穫量（福島）」による

◆園芸振興

●振興方針

 (1) 野菜

適地適作を基本に消費者ニーズ、市場動向を踏

まえた品種、作型、技術の導入を図る一方、栽培

技術の高位平準化、栽培の機械化、施設化による

高品質・安定生産を進め、振興作物の産地化、ブ

ランド化を推進する。

 (2) 果樹

市場動向に対応した優良品種の導入と、栽培管

理技術の向上による高品質生産を進めるとともに

省力化機械・施設の導入により、効率的生産体制

の整備を図る。また、加工品開発による高付加価

値化を進める一方、消費者へのＰＲにより、本市

果実のイメージアップとブランド化を図る。

 (3) 花き

平坦地と高冷地の気象条件の差を活かした生産

 体制の整備を図りながら、花き専門農家を育成 

 し、施設化による高品質安定生産と面積拡大によ

 り、特徴ある花き産地の確立を図る。

(4) 工芸農作物

会津人参については、新たな供給先として、漢

方薬の原材料としての供給や、製薬メーカーとの

契約栽培などの検討を行い、よりいっそうの利活

用に向けた取組みを推進する。

◆主要事業

 ●農業機械施設等導入支援事業

地域振興作物等の生産に必要な農業機械施設の

導入を支援することにより、地域振興作物の産地

化及び園芸作物の導入促進を図る。さらには、水

田を有効活用した水稲・大豆・そば等の土地利用

型作物の収量安定や品質向上により各事業実施者

の所得向上を図る。

　　　事業主体　２経営体

　　　事業量　　ﾊﾟｲﾌﾟﾊｳｽ 21棟（潅水設備一式）、

         　　 ﾊﾟｲﾌﾟﾊｳｽ 8棟（潅水設備 4棟）

            暖房機、支柱、暗渠敷設（0.27ha)

　事業費　　　20,238千円

　　　補助金額　　7,684千円

　　　補助率　　　4/10以内
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 ●県青果物価格補償事業

最低価格補償により青果物の生産安定を図る。

(1)平成27年度実績

　○加入品目

・トマト、きゅうり、ほうれんそう、ピーマン、

　身不知柿、つがる、ふじ、宿根カスミソウ、

　ストック、トルコギキョウ

○準備金造成の負担割合

　県 25％、市 25％、生産者 50％

　　○市負担金と補償交付金状況   　　(単位:円)

区分 26年度 25年度

市負担金 0 0 

補償交付金 0 0 

※原子力発電所事故の発生以降、価格下落の要因が

風評被害に起因し、当該補償は賠償請求の対象とな

るため、現在、本制度は適用されていない。

 ●会津人参生産支援事業

(1)県ふくしまの特産品復活支援事業

（おたねにんじん需要即応生産支援事業）

　生産基盤が失われつつある、おたねにんじん

　の初期生産資材 の導入を支援し、生産安定・

　　経営安定を図る。

　・低コスト省力生産対策

(2)会津人参生産支援補助金

新たな作付けをした生産者に対し市単独により

補助金を支給することにより、会津人参の栽培

面積の維持を図る。

　・50千円/10a

 

　農地中間管理機構が農地所有者から農用地等を借

受け、認定農業者等の担い手への貸付けを行う。貸

付けにあたっては、農地の借受けを希望する担い手

等を公募し、応募者の中から適切な貸付相手方を選

定した上で、まとまりのある形で農地を利用できる

ように配慮して貸付けを行う。

　事業活用に対する支援は次のとおり。

◆機構集積協力金

　①地域集積協力金(地域に対する支援)

　　ア 交付対象地域：市の一定区域であり、人･農

　　　 地プランのエリア

　　イ 交付要件：「地域」として定めた農業振興地

　　　 域内の農地を一定割合以上農地中間管理機構

　　　 に貸し付けること

　　ウ 交付単価

　②経営転換協力金(出し手に対する支援)

　　ア 交付対象者：経営転換する農業者、リタイア

　　　 する農業者、農地の相続人等

　　イ 交付要件：農地中間管理機構に対し、既に貸

　　　 付けている農地以外の全ての自作地を10年

　　　 以上貸付け、農地中間管理機構から受け手に

　　　 貸付けられていること。遊休農地の所有者は

       対象外

　　ウ 交付単価

　③耕作者集積協力金(出し手に対する支援)

　　ア 交付対象者：自作している交付対象農地を農

　　　 地中間管理機構に貸付けた農地所有者等

　　イ 交付要件：所有者が農地中間管理機構に対し、

　　　 当該対象農地を10年以上貸付け、農地中間

　　　 管理機構から受け手に貸付けられていること

　　ウ 交付単価

◆平成27年度実績

①借り手の公募について

　公募により借受希望者を募集（エントリーシート

　に借受希望地区や希望賃借料等の必要事項を記　

　入)し、県公社のホームページにて公表する。

単位：a 若松北部 若松南部 湊 北会津 河東 全域 合計

田   7,854   6,532  2,549   1,510    800      0  19,245

畑     975     497      0     100    100      0   1,672

合計   8,829   7,029  2,549   1,610    900      0  20,917

②借り手の選定について

　出し手申出書を受付し、農政課、農業委員会に　
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農地中間管理事業

貸付割合
平成26年度

　～平成27年度
平成28年度

　　～平成29年度
平成30年度

20％～
50％

2万円／10ａ 1.5万円／10ａ 1万円／10a

50％～
80％

2.8万円／10ａ 2.1万円／10ａ 1.4万円／10a

80％～ 3.6万円／10ａ 2.7万円／10ａ 1.8万円／10a

貸付面積

単価

～0.5ha 0.5ha～2ha 2ha～

30万円／戸 50万円／戸 70万円／戸

交付年度

単価

平成26年度
～平成27年度

平成28年度
　～平成29年度

平成30年度

2万円／10ａ 1.5万円／10ａ 1万円／10a



　よる借り手選定検討会を実施し、借受希望者の中

　から相手方を選定

○出し手申出書提出状況（24件）

単位：a 若松北部 若松南部 湊 北会津 河東 合計

田    579.0   592.1     71.2    579.9  　752.3  2,574.5

畑   　 0.3  　27.8    　  0      0      0     28.1

合計    579.3   619.9     71.2   579.9    752.3  2,602.6

※24件中 17件、1,902aは担い手農家等へ貸付ける

ことができた。

③集落の貸借について

　集落ごとの話し合いによって、農地中間管理機構

を通し貸借を行った。

地　区　名 公社借入 公社貸付

件数(戸数） 面積（ha） 件数（戸数） 面積（ha）

南四合地区 　  　61 20.7   22 20.7

横沼地区 22 24.4   11 24.4

平塚地区 22 27.2    1 27.2

一ノ堰地区 51 45.4   34 45.4

南原地区 23 15.6    9 15.6

香塩地区 38 18.8    5 18.8

大豆田地区 30 16.0   11 16.0

小谷地区 20 15.7   12 　   15.7

赤井地区 45 67.5   14      67.5

下馬渡地区 26 47.5    6      47.5

上馬渡地区  1  0.1    1       0.1

西田面地区 50 86.9   37      86.9

原地区 80 81.5    7      81.5

崎川地区 43      48.9       15      48.9

経沢地区 33      49.3        1      49.3

合計 545     565.5      186     565.5

※年度をまたぎ公社へ貸付けた場合も含む。
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　近年、本市の畜産農家の戸数、頭羽数は減少して

いる。原因は、畜産経営をとりまく環境が厳しくな

る中、飼養頭数に見合った自給飼料基盤が少ないこ

とや粗飼料の給与不足により濃厚飼料依存型による

収益性の低下など、経営条件の不備が考えられる。

よって、これらの要因を打開し土地利用型農業の

基軸となる畜産の生産基盤確立のため、以下を基本

とし、今後の畜産経営を安定化させる。

◆基本方針

  畜産振興を図るためには、効率的な畜産経営を行

うことを主眼として、経営の合理化、すなわち地域

の立地条件を生かした飼料基盤の整備拡大と転作に

伴う飼料作物の有効利用を図るとともに、合理的飼

料管理技術の向上と優良種畜の導入による適正な飼

育、資質の向上に努めながら収益性の向上を図る。

　・水稲の複合経営の安定化

  ・転作に伴う飼料作物の有効活用

  ・耕種農家と畜産農家の資材補完結合による地

　　域の土づくりの推進及び粗飼料の確保

◆会津若松地域畜産クラスター協議会

　関係機関の連携により、会津若松市畜産クラス

ター計画に定められた取組を推進することで、会津

若松地域の畜産の収益性の向上を図る。

１．構成団体

　①会津若松市内畜産飼養農家代表者

　②あいづ農業協同組合

　③福島県会津家畜保健衛生所

　④福島県会津農林事務所

　⑤会津若松市

２．設立年月日　平成27年２月19日

３．主な業務内容

　①会津若松地域畜産クラスター計画の作成

　②畜産クラスター計画の取組推進

４．畜産クラスター計画の取組内容

　①新規就農者の家畜飼養管理施設整備と繁殖雌牛

　　の増頭

　②水田を活用した飼料作物の生産・利用の拡大

　③飼料作物の安全性の確認

　④堆肥の有効活用

◆家畜飼養頭羽数

区分 27年度 26年度 25年度

乳

用

牛

戸 数 (戸) 0 0 0

頭 数 (頭) 0 0 0

一戸当り頭数 0 0 0

肉

用

牛

戸 数 (戸) 9 9 11

頭 数 (頭) 172 174 171

一戸当り頭数 19.1 19.3 15.5

豚

戸 数 (戸) 0 0

0

0

頭 数 (頭) 0 0 0

一戸当り頭数 0 0 0

採

卵

鶏

戸 数 (戸) 10 25 24

羽 数 (羽) 61 241 289

一戸当り羽数 5.1 9.6 12.0
ブ

ロ

イ

ラ

|

戸 数 (戸) -  - -

羽 数 (羽) - - -

一戸当り羽数 - - -

◆家畜防疫事業

　(1)予防注射

家畜法定伝染病予防法に基づき、予防注射を実施

   　○平成27年度実績   

　　　　　牛アカバネ病　　　74 頭

　　　　　牛５種・６種混合　90 頭

　　　　　ヘモフィルス　　　90 頭

　　　　　馬流行性脳炎　　　３ 頭

          コロナウイルス　　14 頭

  (2)各種疾病検査

家畜法定伝染病予防法に基づき、各家畜の疾病

検査を実施

     ○平成27年度実績  

          蜜蜂腐そ検査        　 　1003　群

          馬感染性貧血検査　　　　     0  頭

          

    

　耕作放棄地を解消し、限られた資源である農地と

して有効活用することにより、地域農業・農村の活

性化を図るとともに、食料自給率の向上・食料の安

定供給に資する。

◆農業再生協議会の耕作放棄地解消対策事業

１　再生利用活動の支援
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畜産振興事業

耕作放棄地解消対策事業



　再生利用に取り組む農業者等に対する（国）再生

利用交付金、（協議会）再生利用促進補助金の交付。

２　現地調査等

　耕作放棄地全体調査の基となる農業委員会の農地

利用状況調査に協力する他、解消確認等の必要な調

査を実施。

３　再生利用実施計画の策定

　再生利用主体や関係機関等と協議の上、再生利用

方法や導入作物等を取りまとめ、再生利用実施計画

の策定等を実施。

４　保全管理対策の推進

　遊休化が懸念される農地について、利用者が確保

されるまでの保全管理の取り組みを支援し、耕作放

棄地の発生の防止を図る。

　農業の多面的機能の維持・発揮のための地域活動

に対して支援する。

○農地維持支払…多面的機能を支える共同活動を支

援

○資源向上支払…地域資源（農地、水路、農道等）

の質的向上を図る共同活動を支援

◆多面的機能支払交付金

〈対象組織〉

　　農業者等で構成される活動組織

〈対象農用地〉

　　水路・農道等施設と一体となって効果的に保全

　等が図られる区域にある一団の農用地

　（「農業振興地域の整備に関する法律」において

　定める「農用地区域」内の農用地）

　（農地維持支払については、市が多面的機能の維

　持の観点から必要と認める農用地も対象）

〈対象活動〉

　・農地維持支払

　　地域共同による水路等地域資源の基礎的保全活

　　動及び地域資源の適切な保全管理のための推進

　　活動

　（資源向上支払）

　・地域資源の質的向上を図る共同活動（多面的機

　　能の増進を図る活動）

〈交付対象〉

　　5年以上継続し対象活動を実施する活動組織

●組織数、対象農用地面積及び交付金額

　・平成27年度実績

　　　　　　活動組織数　　　　　103組織

　　　　　　交付対象面積　　　4,414ha

　　　　　　交付金額　　　　182,342千円

　・平成28年度計画（新規組織）

　　　　　　活動組織数　　　　    4組織

　　　　　　交付対象面積　　　   212ha

　　　　　　交付金額　　　　 8,927千円

　農業生産活動等を通じ、中山間地域等における耕

作放棄の発生を防止し、多面的機能を確保するこ

と、さらに自律的かつ継続的な農業生産活動等の体

制整備に向けた前向きな取り組みを行う農業者等に

対し、直接支払いを実施する。

◆中山間地域等直接支払補助金

〈対象農地〉

　地域振興 3法等に指定されている地域のうち、各

種要件に該当する農業生産活動等の不利なまとまり

のある農地

〈対象行為〉

　集落協定等に基づき、5年間以上継続される農業生

産活動等や、農業生産体制の整備に向けた取り組み

※農業生産活動等とは、農業生産活動(耕作放棄の防

止、道・水路の管理、営農の向上等)または多面的

機能の増進活動(国土保全、保健休養機能、自然生

態系の保全等)

〈対象者〉

　集落協定等に基づき、5年以上継続される農業生

産活動等を行う農業者等

◆集落協定数及び協定面積

　平成27年度実績　14組織　2,025,633 ㎡

　平成28年度計画　14組織　2,024,192 ㎡

◆目的

農業者が主体的に取り組む、農業生産（１次）・

加工（２次）・流通販売等（３次）の一体化による

６次産業化の取組みを推進することにより、農家所

得の向上と農村地域の活性化を図る。
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◆開始年度　平成23年度～

◆事業内容（平成27年度実績）

(1) 6次化コーディネートシステム

　商品開発や地域内の農商工連携、販路紹介等

を支援するための専門員を設置し、６次産業化

に関する各種相談に応じる。

・延べ 6件の相談に対応

◆目的

女性農業者同士のネットワークづくりや異業種間

の情報交換を通し、市場ニーズに対応した女性農業

者の６次化への取組みを総合的に支援する。

◆開始年度　平成26年度～

◆事業内容（平成27年度実績）

(1)ワークショップの開催　３回

　農産物加工施設や設備の活用方法、POP広告の

試作、商品づくりの際の原価計算等を学ぶ。

(2)チャレンジ販売（試食含む）　２回

　市内外のイベントで試食や販売を行い、消費者

の声を聞くことにより、商品改良等につなげる。

◆目的

地域で生産された農作物等を地域内で消費すると

いう「地産地消」の運動を推進し、地域内の食料の

安定供給、食料自給体制の確立を図るとともに、地

域農産物の消費、利用促進を通して、地域農業の役

割等に関する理解を深めることにより、農業・農村

の振興を図る。

◆実施開始年度　　　　平成14年度～

◆事業内容

　事業を検討する組織として「会津若松市地産地消

推進協議会」を設置し、必要に応じて、下部組織で

ある分科会にて詳細な検討を行う。

　(1) 地産地消推進協議会

　　①構成団体

　農業団体、生産者、流通業者、消費者、食生

　活改善推進員、調理師会、商工会議所、会津

　農林事務所企画部、市教育委員会、市農業委

　員会、市健康増進課、市農政部

　(2) 分科会

　　①構成　　3分科会

　　　（流通加工部門、集団給食部門、旅館・飲食部門）

　　②各分科会構成団体

　　　・流通加工部門

　　　　　農業団体、生産者、流通・小売業者、食

　　　　　品製造加工業者、商工会議所、市商工課、

　　　　　市農政課

　　　・集団給食部門

　　　　　農業団体、生産者、流通業者、食生活改

　　　　　善推進員、ＰＴＡ、集団給食施設栄養士

　　　　　（小学校・病院・保育園・特老）、市教

　　　　　育委員会、市健康増進課、市農政課

　　　・旅館・飲食部門

　　　　　農業団体、生産者、流通業者、旅館・飲

　　　　　食店組合、商工会議所、観光ビューロー、

　　　　　市観光課、市農政課

　(3) 平成28年度事業内容

　　○地産地消推進協議会の開催

　　○ニーズに対応した農産物の生産

　　　・関連団体等との交流、情報共有、相互理解

　　　　の促進

　　　・地産地消協力農業者の拡充に向けた取組み

　　○地元農産物の安定供給

・市場流通を活かした地元農産物の流通体制

づくり

・直売連絡会議開催による情報交換

・小売店、量販店における地元農産物の流通

促進

・地元農産物のブランド化

・米粉利用食品開発の推進

・地産地消協力店の拡充及び連携への対応

　　○地元農産物の消費拡大

・「あいづ食の陣」の開催による地元農産物

等の活用推進

・地産地消まつりの開催（11月 5日、6日）

　　平成27年度来場者数　9,000人

・地産地消の日（11 月 1日）、地産地消推進

月間（11月）の設定による民間活動推進

・「地産地消だより」の発行

・旅館・ホテル、集団給食施設における地元

農産物の利用推進に向けた働きかけ

・地産地消サポートクラブ活動の充実と拡充

・集団健康診断会場における農産物の販売

　　○食育の推進
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地産地消推進事業

きらめきあいづ女性農業者支援事業



・地産地消コンテストの実施

　　　　　平成27年度応募数　780点

・ホームページ、パンフレット等による各種

農業体験のＰＲ

・農家民宿、グリーンツーリズム・クラブ、

ワーキングホリデー等各種農業体験の実施

・学校給食における地元農産物等の利用促進

・食育ネットワーク拡大への協力

　　○原発事故への対応

・放射性物質モニタリング検査による安全な

農産物流通

・市政だより等による農産物に関する情報の

発信

◆目的

　都市住民が農村に滞在し農家と交流することによ

る地域活性化と、農業体験等サービスの提供、農林

産物の販売や地域特産品開発による農家所得の向上

を図る。

◆事業内容

 (1)グリーンツーリズム・クラブ事業

農業・農村体験をしている、またはしてみたい

農家、地域が交流の機会を持ち、情報交換や先

進事例の学習、PR手法の学習等を行うことでグ

リーンツーリズムに取り組む農家やメニューを

増やし、農村の活性化を図る。

　　　〇設立　平成22年 4月 8日

　 　 〇会員数　市内農家・地域団体37会員

　　　〇受入実績（平成27年度）4,728名

　    〇事業内容

　　　・交流事業　・PR事業　・受入態勢整備事業

 (2)滞在型事業

　　〇ワーキングホリデー事業

　都市住民が求める田舎暮らしや農業体験への

需要に対応することで、参加者が農作業に従事

して地域に親しむことにより、農業、農村への

理解を深めてもらう機会を提供し、受入農家に

おいては、繁忙期の負担軽減や交流における地

域活性化につながるとともに、滞在型の受入れ

を経験することにより、将来的な農家民宿開設

を目指す。

　　　・実施時期：農家の希望する時期

　　　・対象者　：都市住民

　　　・受入実績（平成27年度）50名

  〇農家民宿推進事業

農家民宿開設に向けた情報の提供や研修会の

開催などにより滞在型事業の推進を図る。

　・開設農家数　6軒

 (3)モデル地域支援事業

【湊地区】「ほろむいイチゴ・四季の里」　

　　〇「ほろむいイチゴ・四季の里　体験村」

　　会員制の農業体験事業。地域の農業・農村・

　食文化の体験や、農産物の販売を通して、都市

　と農村の交流を目的とする。

　①自分ブランドの純米吟醸酒づくりコース

　　　②本格そば打ちコース

　　　③秋の収穫祭

　　 【大戸地区】「いでゆと清流の里」

　  〇農産物直売の実施

　農産物直売を通して地域農業の振興と大戸地

区の魅力づくりを実践する。

　　 　・開設期間/不定期

◆目的

　防除機等の貸出を行い、多種の樹木に害を及ぼす

アメリカシロヒトリの防除の推進及び家庭内樹木に

対する市民総ぐるみの自主管理能力の育成を図る。

◆事業開始年度  　　　　　　　  昭和 42年度

◆防除実績　　　　　　　　　(平成27年度)

区分 自主防除件数

1化期
99

(71)

2化期
  83 

(56)

計
182

(127)

 ※ ( )内は、平成26年度の実績

◆市民農園等設置運営事業

近年、余暇活動の一つとして市民の農業への興

味・関心が高まっていることから、非農業者が気軽

に農業を楽しめる場として市民農園を提供し、農作

業をとおして市域全体に農業への理解が深まり、地

域農業の振興が図られることを目的とする。
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グリーンツーリズム支援事業

アメリカシロヒトリ防除対策事業

その他の農業振興事業



 ○構成及び業務

   ・市民農園   農作物を栽培するための施設提供

   ・学校農園   農作物栽培の体験学習のための施

設提供

  ○利用面積

    ・市民農園    1区画   40㎡（ 5ｍ×8ｍ）

    ・学校農園    1区画  250㎡前後

○総面積        9,797㎡

○入園状況

区分 27年度 26年度 25年度

市

民

農

園

入園区画(区画) 103 103 103

利用人員(人) 111 129 129

利用面積(㎡) 4,120 4,120 4,120

学

校

農

園

入園校数(校) 0 0 0

利用人員(人) 0 0 0

利用面積(㎡) 0 0 0

◆市民ふれあい農園

  市街地近郊への市民農園設置の要望や、転作田の

有効活用を図るため、平成 11年度より農家自らが市

民ふれあい農園を開設し、市民に開放している。

  農園の利用は有料で1区画50㎡当たり年間約5,000円。

　○設置箇所、区画数及び利用状況

年

度

市民ふれあい

農園開設場所

利用面積

  （㎡）

利用

区画数

設置

区画数

Ｈ

25

町北町横道   1,500 26 30

一箕町石部 750 0 15

神指町南四合

柳原・幕内
1,000 7 10

北会津町下米塚 500 2 10

河東町金道 500 0 10

門田町黒岩 800 8 16

Ｈ

26

町北町横道   1,500 26 30

一箕町石部 750 6 15

神指町南四合

柳原・幕内
1,000 7 10

北会津町下米塚 500 4 10

河東町金道 500 0 10

Ｈ

27

町北町横道 1,500 19 30

一箕町石部 750 4 15

神指町南四合

柳原・幕内
1,000 2 10

北会津町下米塚 500 4 10

河東町金道 500 0 10

◆会津若松市農業振興協議会

 　 各関係機関が実施する施策の連絡協調を図るべ

く情報交換等を行うととともに、本市農業・農村

の活性化に向けた各種事業を行う。

  ○事業内容

    (1)総会等の開催

    (2)専門的な技術の調査、研修及び指導の一元化

  　(3)農業の生産振興対策に伴う技術指導及び農作

　　　物被害の未然防止

　　(4)情報の収集及び消費・販路の拡大対策

    (5)その他必要事項

　

◆目的
放射性物質吸収抑制対策の支援により、放射性物

質が検出されない安全な農産物の生産を図る。

◆開始年度　平成23年度～

◆事業内容（平成27年度実績）
 (1)  放射性物質吸収抑制対策事業補助金

①資材施用

　放射性物質の農作物への吸収を抑制する資材

の導入に要する費用の支援。

・補助対象者：ＪＡ等農業者の組織する団体

　　　　　　　（計12団体）

・対象資材：カリ肥料（塩化カリ、硫酸カリ）

・受益作物：水稲、大豆、そば

・受益面積：4,780ha

 　②効果検証

　　　放射性物質吸収抑制対策の事業効果の検証。

　 ・事業主体：会津若松地域の恵み安全対策協議会

　 ・調査点数：（玄米）26箇所（吸収抑制体対策

　　 実施ほ場、未実施ほ場）×2点（土壌）×2点、

　 　（そば）3箇所×2点（土壌）×2点
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農業応援総合プロデュース事業

安全農産物生産支援事業



◆目的
本市産米のブランド力の向上のため「米・食味分

析鑑定コンクール」への参加支援、講演会の開催に

より、水稲生産者や米集荷業者等に対し、食味向上

に対する意識の醸成を図る。

◆開始年度　平成24年度～

◆事業内容（平成27年度実績）
 (1) 「米・食味分析鑑定コンクール」への参加支援

・出品数：35点（3品種）

 (2) おいしい米づくり実験ほの設置

　本市産米の食味の向上と、近年の高温障害等

に対する一層の品質向上を目指した栽培管理

による実験ほ場を設置した。

・設置期間　平成27年 4月 28日～12月 31日

・設置場所　高野町上高野、神指町西城戸

　　　　　　北会津町金屋、北会津町宮ノ下

　　　　　　北会津町和泉

・検証結果　食味値：実験区・対照区ともに大

　　　　　　　　　　きな差異はなかった。

　　　　　　収　量：約 60ｋｇの増収となった。

・今後の展開　同ほ場にて実証事業を継続し、

　　　　　　ケイ酸資材の継続施用による食味

　　　　　　向上・品質向上への影響について

　　　　　　検証していく。

◆目的
農産物等のモニタリング結果など、市民への迅速な

情報の提供を行うため、市ホームページで公開してい

る検査結果を直接閲覧できるＱＲコードを付けたパネ

ルを量販店等に掲示するとともに、市長名で安全性を

説明するチラシを作成し、農産物出荷時の活用により

安全な農産物としての販売促進を図る。　

◆開始年度　平成23年度～

◆事業内容（平成27年度実績）
 (1) 安全情報店頭パネル設置事業

・掲示回数：２回（６月、10月）

・掲示店舗数：20店舗

 (2) 農産物販売促進チラシ

・作成品目数：15品目

　　　　　　（米、農産物全般、果樹、そば）

・利用方法：市ホームページ、農政課窓口等で

の配布

◆目的
首都圏におけるＰＲ活動（販売促進イベント）等

により、風評の払拭を図る。また、販路開拓に意欲

のある生産者等を支援することにより、販路の維

持・拡大を図る。

◆開始年度　平成23年度～

◆事業内容（平成27年度実績）

 (1) 販路開拓に向けた個別相談会

　　・市内において1回開催

 (2）ＰＲ活動

　　・イベント等への出展　10回

◆目的
　市内の飲食店や宿泊施設、菓子販売業者等が、季

節ごとの地元産農畜産物の高品質・良食味を生かし

た商品の開発・販売を行うことにより、会津の食の

魅力を発信するとともに、その利用拡大とブランド

化を通して地域活性化を図る。

◆設立　平成26年 4月 3日

◆事業内容（平成27年度実績）
○シーズンイベント

・１年間を春（4 月～6月）、夏（7 月～9月）、

秋（10 月～12 月）、冬（1 月～3 月）の４シー

ズンに分け、各シーズンのテーマ食材を利用し

た飲食メニューやお土産品等の提供

・シーズン毎にパンフレットを作成し、参加店

舗、提供メニューのＰＲならびに各シーズンの

会津の魅力を紹介、情報発信

・テーマ食材：春…アスパラガス　夏…トマト

秋…米、酒　冬…会津地鶏

・参加店舗の実績

＊春・アスパラ（79店舗）

　飲食店：53店、宿泊施設： 9施設、販売店：

　17店

＊夏・トマト（79店舗）

　飲食店：55店、宿泊施設： 9施設、販売店：

　15店

＊秋・米、酒（93店舗）

　飲食店：62店、宿泊施設：8施設、販売店：

　23店

＊冬・会津地鶏（67店舗）

　飲食店：52店、宿泊施設： 8施設、販売店：

　7店

○広報ＰＲ活動

　・地域内外でのイベント開催等による PR活動

 　 の実施
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おいしい米づくり拡大事業

農産物安全情報等発信事業

農産物販路開拓・販売促進事業

「あいづ食の陣」プロジェクト事業



　・テーマ食材別カタログの作成（４回）

　・イベントへの出展等

　・市ホームページ、専用ホームページ、SNS、

　　市政だより、地方テレビ局、地元新聞社等

　　への記事、広告掲載等

◆目的
　園芸作物の更なる生産拡大・品質向上を目指し、

ＩＣＴを活用した養液土耕栽培の実証事業を行い、

その成果を生産者、関係機関により検証し、今後の

普及・推進を目指す。

◆事業実績
事業主体　　生産者組織３組織

事 業 量　　ＩＣＴ活用養液土耕システム一式

事 業 費　　　11,995千円

補助金額　  　11,995千円

補 助 率　　　定額（上限 4,000千円/組織）

導入による効果（対前年比）

　　　　　　　出 荷 量　 97％

　　　　　　　販売金額　108％

　　　　　　　単　　価　127％

◆目的

　本市農業の強みを活かした、戦略的な農業経営の

確立を目指し、更なる作業の低コスト化や効率化に

よる経営規模の拡大、販売量の増加や収益性の高い

農業経営などの実現による地域農業の持続的発展を

支援することで、農産物産地としての確立、振興作

物のブランド化、販売チャネルの多様化による、農

家所得の向上を図る。

◆開始年度　平成27年度

◆事業種目

　１）低コスト農業経営支援事業

　　①　事業内容

　　　　大規模農業者と方針作成者が一体となって

　　　会津米の生産及び安定的供給に取組むために、

　　　フレコンスケール等の導入やフレコンバッグ

　　　受入に対応する経費への支援をすることで低

　　　コスト生産体制の構築を図る。

　　②　補 助 率

　　　ア　フレコンスケール等の導入に係る費用の

　　　　　2/10以内（上限 1,000千円以内）

　　　イ　フレコンバッグ受入対応に係る費用の

　　　　　2/10以内（上限 300千円以内）

　　③　平成２７年度事業実績

　　　事業主体　認定農業者１経営体

　　　　　　　　方針作成者２組織

　　　事 業 量　フレコンスケール　４台、

             色彩選別機　１台、外

　　　事 業 費　５，３７１，０２０円

　　　補助金額　１，０７３千円

　　　　　　　　（補助率　２／１０以内）

　２）特色ある会津米生産拡大事業

　　①　事業内容

　　　　地元酒造業界から需要のある酒造好適米の

　　　生産を拡大するため、県水稲奨励品種（五百

　　　万石、夢の香、華吹雪）の前年度からの作付

　　　拡大面積に対して助成を行う。

　　②　補 助 率　１２千円以内／１０ａ

　　③　平成２７年度事業実績

　　　事業主体　１５経営体

　　　事 業 量　２８５，３６１㎡

　　　　　　　（前年度からの作付拡大面積）

　　　補助金額　　３，４１６千円

　３）施設園芸農業経営支援事業

　　①　事業内容

　　　　本市振興品目の園芸作物を導入し、農業経

　　　営を転換することにより農業所得の確保を目

　　　指す生産者に対し、施設の導入やかん水の井

　　　戸掘削などに必要な初期投資に係る経費を助

　　　成することにより、本市園芸品目の生産量の

　　　増加を図る。

　　②　対象品目

　　　アスパラガス、トマト、キュウリ、

　　　トルコギキョウ、イチゴ

　　③　補助対象経費

　　　ア　対象品目の新規作付、規模拡大のための

　　　　　施設導入に必要な経費。

　　　イ　対象品目の施設栽培における、灌水用の

　　　　　井戸の掘削に係る費用。

　　④　補 助 率  2/10（新規就農者：3/10）

　　　※施設導入に係る費用の上限は1,000千円、

     灌水用井戸掘削に係る費用は上限を60千円

　　⑤　平成２７年度実績

　　　事業主体　１０経営体（新規就農６経営体）

　　　事 業 量   パイプハウス１５棟（34.7ａ）

　　　事 業 費　１４，２４５，６９４円

　　　補助金額　３，７４５千円　　　　
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スマートアグリ実証事業

戦略的農業経営確立支援事業



・

◆農道        　    （平成28年 4月１日現在）

幅員(m) 路線数(本) 延長(m)

1.8以上4.0未満 21 　1,961

4.0以上 428 196,618

計 449 198,579

◆林道   　          （平成28年 4月１日現在）

幅員(m) 路線数(本) 延長(m)

3.0以上4.0未満 5 9,896

4.0以上 16 62,498

計 21 72,394

◆併用林道    　    （平成28年 4月１日現在）

幅員(m) 路線数(本) 延長(m)

3.0以上4.0未満 5 8,368

計 5 8,368

◆林野面積       

　○現有森林面積            　      (単位：ha)

区    分 面  積

国有林

林野庁所管 5,692

その他     0

小 計 5,692

民有林

公有林

県    55

公社   509

市町村   342

  小  計   906

私有林

会社  1,042

社寺    73

慣行共有 3,846

個人その他 9,082

  小  計 14,043

森林総合研究所    297

計 15,246

合計 20,938

  (会津地域森林計画書)

 

◆国土調査事業

あらゆる生産の基本的要素である土地の所有及

び利用形態を明らかにして、地籍の明確化を図

り、土地行政及び諸般の基礎資料とするととも

に、併せて地籍図、地籍簿を整理する。

 〈事業内容〉　　　　（平成28年 4月１日現在）

区　　　分
認証及び

登記面積(㎢)

全体計画 274.19

26 年度まで 102.38

27年度 　0.20

28年度以降 171.61

                          　　　　　　　　

◆農業用水再編対策事業（県営）

　　本事業は農業用用排水施設の整備を行い、農業

用水の循環利用を積極的に促進することにより、

更なる効率的な利用等を図り地域用水機能の増進

等に資する。

  ● 日橋堰地区

    〈全体計画〉  用水路工  L=13,402 m

    〈総事業費〉  2,425,000千円

    〈補助率〉    国 50％、県25％

    〈事業年度〉  平成6年度～平成27年度

    〈事業内容〉

    平成26年度まで  水路工　L=13,345 m 

        平成27年度      水路工　L=　  57 m

       

◆ほ場整備事業(県営)

農業の生産基盤である耕地の区画形状の改善、

用排水路、道路、暗渠排水、耕地の集団化等を総

合的に実施し、農地作付けの汎用性を広め、機械

化作業による効率化等、生産性の高い耕地条件に

整備することにより、農業生産性の安定向上を図

るとともに、高能率農業の展開により、活力ある

農村の建設に資する。

● 原地区

    〈全体計画〉  区画整理工　　91.8 ha

    〈総事業費〉  1,282,000千円

    〈補助率〉    国 55.0％、県27.5％

    〈事業年度〉  平成18年度～平成28年度
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 農業基盤整備及び林業 農業基盤整備及び林業
農林道・林野の現況 農業基盤整備



  〈事業内容〉  

        平成26年度まで  区画整理工　91.8 ha

        平成27年度      補完工・換地業務

        平成28年度以降  補完工

● 小谷地区

    〈全体計画〉  区画整理工　　21.2 ha

    〈総事業費〉  607,000千円

    〈補助率〉    国 55.0％、県30.0％

    〈事業年度〉  平成19年度～平成28年度

    〈事業内容〉  

        平成26年度まで  区画整理工 21.2 ha

        平成27年度  　　補完工・換地業務

　　　　平成28年度以降　補完工・換地業務

　● 経沢地区

    〈全体計画〉  区画整理工　　49.4 ha

    〈総事業費〉  1,551,000千円

    〈補助率〉    国 55.0％、県30.0％

    〈事業年度〉  平成20年度～平成28年度

  　　　   〈事業内容〉 　               

平成26年度まで  区画整理工　49.4 ha

平成27年度　　　補完工・換地業務

平成28年度以降　補完工・換地業務

　● 東長原地区

    〈全体計画〉  区画整理工　　27.4 ha

    〈総事業費〉  475,000千円

    〈補助率〉    国 55.0％、県27.5％

    〈事業年度〉  平成21年度～平成28年度

  　　　   〈事業内容〉

平成26年度まで  区画整理工　27.4 ha

平成27年度　　　補完工・換地業務

平成28年度以降　補完工・換地業務

　● 門田第４地区

    〈全体計画〉  区画整理工　　50.0 ha

    〈総事業費〉  1,179,000千円

    〈補助率〉    国 50.0％、県27.5％

    〈事業年度〉  平成25年度～平成30年度

  　　　   〈事業内容〉

平成26年度まで　区画整理工　20.0 ha

平成27年度　　　区画整理工　20.0 ha

　　　　平成28年度以降　区画整理工　10.0 ha

　● 槻ノ木地区

    〈全体計画〉  区画整理工　　40.0ha

    〈総事業費〉  890,000千円

    〈補助率〉    国 55.0％、県27.5％

    〈事業年度〉  平成27年度～平成32年度

  　　　   〈事業内容〉

平成27年度　　　実施設計

平成28年度以降　区画整理工　40.0 ha

◆ かんがい排水事業（県営）

農業生産の基礎となる用排水施設を整備するこ

とで、農業用水の安定供給や排水機能を増進させ、

農産物の安定生産と品質確保を図るとともに、農

村における地域資源を有効に活用しながら、農業

用施設の維持費用の軽減に資する。

 ● 吉ヶ平１期地区　

    〈総事業費〉  397,000千円

    〈補助率〉    国 55.0％、県25.0％

    〈事業年度〉  平成27年度～平成32年度

  　　　   〈事業内容〉 

平成28年度以降　　水路トンネル　250ｍ

　　　　　　　　　 放水路　　　　400ｍ

◆農地防災事業(県営) 

農用地及び農業用施設の自然災害の発生を未然

に防止し、または農業用水の汚濁を除去し、若し

くは地盤沈下によって生じた農用地及び農業用施

設の機能を回復させることによって、農業生産の

維持及び農業経営の安定を図る

　

　● 農業用河川工作物応急対策事業

    〈地区名〉  　西後庵堰地区

    〈総事業費〉  348,000千円

    〈事業年度〉  平成21年度～平成27年度

  　　　   〈事業内容〉 

　      平成26年度まで  堰改修 一式　

        平成27年度　　　堰改修 一式

　　〈地区名〉  　牛川地区

    〈総事業費〉  288,000千円

    〈事業年度〉  平成22年度～平成27年度

  　　　   〈事業内容〉 

　      平成26年度まで  堰改修 一式　

        平成27年度　　　堰改修 一式

　　　

　　〈地区名〉  　鶴沼三堰地区

    〈総事業費〉  327,600千円

    〈事業年度〉  平成24年度～平成28年度

  　　　   〈事業内容〉 

　      平成26年度まで　実施設計

        平成27年度　　　堰改修 一式

　　　　平成28年度以降  堰改修 一式
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◆森林整備事業
【造林補助事業】(国・県補助）　　

　会津若松地方森林組合・ふくしま緑の森づくり公

社が事業主体として造林事業（植栽、下刈、雪起、

除間伐等）を実施する。

  〈補助率〉    国 3/10、県1/10

  〈事業年度〉  平成19年度～平成27年度

  〈事業内容〉                       (単位:ha)

区分 新植 保育 改良

平成26年度まで 1.36 619.59 ―

平成27年度 0.00 43.94 ―

【会津材循環利用促進事業】(市単独補助）　　

　県の基準に基づく間伐事業を行う林業事業体へ、

間伐材の搬出運搬経費の一部を支援して、建築用材

や木質バイオマス発電用燃料チップとして有効利用

を図り、林業の活性化を推進する。

  〈補助単価〉  材積１m3当たり　1,500円

　〈事業内容〉 

区分 間伐面積 搬出材積

平成25年度 49ha 1,244m3

平成26年度 54ha 3,900m3

平成27年度 74ha 5,592m3

【森林整備地域活動支援事業】

　森林の有する多面的機能が十分に発揮されるよ

う、適切な森林整備の推進を図る観点から、森林所

有者等による計画的かつ一体的な森林施業の実施に

不可欠な地域活動を確保するための支援（交付金）

事業。

〈補助率〉　　国1/2、県1/4、市1/4

　〈全体計画〉  50.00ha  

　〈事業年度〉　平成27年度

　〈事業内容〉　森林経営計画作成促進

◆市民と共生の森整備事業
（1）公有林整備事業

本市の基本的財産である公有林については、施

業計画により保続的に事業を進め、健全な森林の

造成と民有林に対する林業経営の指針とする。

　　（公有林面積）　182.58ha  

　　（事業年度）  　平成27年度

　　（補助率）　　　市単独

　　〈事業内容〉  

　　　・保育（下刈等）　0.60ha

　　　・保護巡視　　　182.58ha                 

 

（2）特用林ウルシ樹育成事業

本事業を通し植栽を奨励するとともに、ウルシ

の生産技術の確立を図り、地場産業を育成する。

  〈全体計画〉  面積      9.50 ha  

  〈事業年度〉  昭和 52年度～

  〈事業内容〉  

区分 ウルシ掻取(本)

平成26年度まで

平成27年度

     1,251

　　　 40

樹液採取

技術者養成

(H5まで)

◆会津東山自然休養林整備事業
市民のレクリェーション、憩いの場、そして自

然環境を生かした社会教育の場として安全で快適

な施設であるための管理を行う。

  〈事業内容〉  遊歩道維持管理

  〈全体計画〉  指定面積   　　 500.28ha

  〈管理延長〉  水沢線外 2路線 L= 5,611m

◆森林病害虫等防除事業
松くい虫による被害は、昭和 59 年、一箕町地

内に初めて確認されて以来、被害量は増加し、平

成15年度にピークを迎えた。現在、被害量は減

少傾向にあるものの、今後とも徹底した防除を推

進する。

  〈事業年度〉   平成27年度

　〈事業の内容〉 松くい虫被害木伐倒駆除

　　　　　　　　　総事業費　　6,437千円

　　　　　　　　　伐倒駆除　　　389本

　　　　　　　　　樹幹注入　　　 45本

◆鳥獣被害対策事業
野生鳥獣による農作物被害や人的被害を防止す

るために様々な防除対策を実施し、被害等の状況

に応じて捕獲を行う。

 〈事業の内容〉

　　鳥獣被害対策実施隊の編成・運営

  　平成27年度有害鳥獣の捕獲申請　27件

　　会津若松市鳥獣被害防止対策協議会を運営し、

　　国の交付金を活用して捕獲用機材や防除用機材

　　を購入して対策を実施した。

◆林道開設事業
適正な森林施業及び山村地域における主要な道

路網としての林道の整備を図る。

【森林管理道整備事業】

 ○ 谷地平線

  〈全体計画〉  L= 6,200.0 m  W= 4.0 m

  〈総事業費〉  1,315,192千円

  〈補助率〉    国 50.0％、県20.0％

  〈事業年度〉  昭和 61年度～
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林　業



　〈事業内容〉  

      平成26年度まで   L= 5,770.0 m(繰越含む) 

      平成27年度       L=    80.0 m 

      平成28年度以降   L=   350.0 m 

◆治山事業
自然災害による渓流荒廃、山腹崩壊の復旧並び

に予防を図る。

【保育事業】(県施行)

 ○ 大戸町大字高川字深川ほか

　〈補助率〉　　国1/3、県2/3

　〈事業年度〉　平成21年度～

  〈事業内容〉平成22年度     本数調整伐 5.00ha

【復旧治山事業】（県施行）

 ○ 門田町大字御山字山寺前

  〈補助率〉  国 50％、県50％

　〈事業年度〉平成21年度～

  〈事業内容〉平成22年度　   流路工 49.4m

　　　　　　　平成23年度     流路工 70.8m

              平成24年度      流路工 98.4m

              平成25年度      流路工 86.5m

　　　　　　　平成26年度     流路工 171.8m

◆森林環境整備事業
県森林環境交付金を活用し、水源区域等の森林

整備の推進、県産材の利活用推進、木質バイオマ

スの利活用推進等により、森林環境の保全を図る

とともに、市内の小・中学校の森林環境学習の支

援などを実施し「市民一人ひとりが参画する新た

な森林づくり」を効果的に進める。

   〈補助率〉　県100％

   〈事業年度〉平成18年度～平成27年度

   〈事業内容〉

　  〔基本枠〕

 　    平成18年度～　　森林の適正管理の推進

　　　　　　　　　　　　森林環境学習の推進

       平成24年度～    県民参画の推進

　　　　　　　　　　　　(特用林ｳﾙｼ樹育成事業)

    〔重点枠〕

　　　 平成27年度まで

     　・共生の森づくり事業

　　  　　保育間伐　17.22ha

　　　  　管理用道路　300ｍ

　　  　　炭窯造成　　　1基

　  　　　枝打ち　　　0.17ha

　　  　　歩道整備　　1,040m

　　  ・野生動物と共生森林の整備事業

　　  　  保育間伐　15.77ha

    　

　　　・間伐材の利活用

　　　　　都市公園の外構施設整備

              木製ベンチ　46基、四阿　 2基

              木製野外卓　 2基、ﾊﾟｰｺﾞﾗ 1基

              木道改修　65.45m、木橋　1基

　　　　　城南ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰの内外装木質化　3.89㎥

          保育園等の内・外装木質化　877.76㎡

          保育園等の木製遊具設置　16基

　　　    保育園等の木製建具設置　10枚

          市道沿線へ木製土留花壇設置　350m

          保育園の木製品導入

　　　　　　テーブル、椅子、木製玩具等　340台

　　　・ペレットストーブの導入  49台

  　  ・青木山里山再生事業

　   　　  天然林整備　14.0ha

　　   　  植樹(桜)　   200本

　　　　　 作業路     1,000ｍ

　　　・その他　会津・漆の芸術祭

　

      平成27年度

　　　・県産材の利活用

　　　　　都市公園の外構施設整備

　　　　　木製べンチ設置　6基、木橋　1基

　　　　　認定こども園内装木質化　床材、腰壁等

　　　　　学童保育の木製品導入　本棚　3台

　　　　　保育園等の木製品導入　建具　24枚

　　　　　　　　　ﾄｲﾚ間仕切１式　吊戸棚　2箇所

　　　・ペレットストーブの導入　1校　3台

　　　・その他　会津・漆の芸術祭2015

　　　　　森林環境教育事業　生徒用学習机　106台
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本市場は、会津における唯一の公設市場として、

市民はもとより会津地方全域の消費者にとって、日常

生活に欠かすことのできない生鮮食料品の供給拠点と

して需要な役割を果たしている。

　地方卸売市場を取り巻く環境の変化に柔軟に対応し

つつ、管理運営の効率化を通して、市場機能の維持・

活性化を図るため、平成28年 4月から指定管理者制度

を導入した。

◆施設の概要

  ○ 開設者          会津若松市

  ○ 面積　    　　  122,000㎡ 

  ○ 市場開設日  　  昭和50年 10月 6日

     青果・水産物部  昭和50年 10月 6日業務開始

     花き部     　   平成 8年  6月 3日業務開始

  ○ 建設費          約 28億 3千万円(花き部含む)  

  ○ 供給人口　　　  約 28万人(2市 11町 4村)

  ○ 取扱品目        青果物、水産物、花き等

◆施設の規模          

  ○ 卸売場　　　5,730㎡ 

      青果部     3,324㎡

      水産物部   1,800㎡

      花き部       606㎡

  ○ 仲卸売場    1,235㎡ 

      青果部       532㎡

      水産物部     624㎡

      花き部        79㎡

  ○ 関連商品売場                   1,774㎡ 

  ○ 買荷保管所                     2,012㎡ 

  ○ 業者事務所                     2,672㎡ 

  ○ 冷蔵庫・加工施設　　　　　　　　640㎡ 

  ○ 倉庫                           1,249㎡ 

  ○ 管理事務所                       315㎡ 

  ○ 駐車場                       約 35,000㎡ 

◆関係業者（平成28年 6月現在）

  ○ 卸売業者　青果部　　　　2社

   　　　　　　水産物部　　　2社                

   　　　　　　花き部　　　　1社

  ○ 仲卸業者  青果部　　　　4社  

   　　　　　　水産物部　　　4社

  ○ 関連事業者　　　　　　　8社

  ○ 附属機関　　　　　　　　2社

  ○ 買受人　　青果部　　　163人  

  　 　　　　　水産物部　　159人

  　 　　　　　花き部　　　102人

  ○ 買出人　　青果部　　　341人  

         　　　水産物部 　 262人

     　　　　　花き部      159人

◆機構  

　○ 開設者

　　市が福島県知事の許可を受けて開設した。

　○ 指定管理者

　　一般社団法人会津若松市公設地方卸売市場協会

職員数4名

条例等の規定に基づき、市場の施設を管理、運 

  営するとともに市場取引に係る指導監督等を行っ

  ている。 

  ○ 卸売業者

生鮮食料品等を、全国から安定的かつ計画的に

集荷し、仲卸業者及び買受人に販売することを業

務としており、福島県知事の許可を受けて営業し

ている。

  ○ 仲卸業者

市場内の店舗で卸売業者から買い受けた物品を

仕分け、調整して、買受人、買出人等に販売する

ことを業務としている。開設者の許可を受けて営

業し、市場における価格形成に重要な役割を担っ

ている。

  ○ 買受人

仲卸業者と同様、卸売業者の相手方として、市

場における価格形成に重要な役割を果たす。開設

者の承認を受けて卸売業者の行う販売に直接参加

し、物品を買い受ける権利を有する小売業者であ

る。

  ○ 買出人

開設者の承認を受け、仲卸業者から物品を購入

し、消費者に販売する小売業者、大口需要者又は

飲食業者等である。

  ○ 関連事業者

市場機能の充実を図るとともに、市場の利用者

に便益を提供するため、開設者が市場内の店舗に

おいて業務を営むことを許可した者である。

  ○ 附属機関

市場の決済業務の円滑化を図るため、精算会社

及び代払機関が開設者の許可を得て設置されてい

る。
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◆青果部

区  分 数 量 (kg) 金 額  (円)

果

実

地 場 918,824 188,451,685

移 入 4,605,774 1,399,878,621

計 5,524,598 1,588,330,306

野

菜

地 場 3,011,970 559,355,306

移 入 10,366,559 2,824,367,495

計 13,378,529 3,383,722,801

加  工 716,009 163,298,311

計 19,619,136 5,135,351,418

◆水産物部

区  分 数 量 (kg) 金 額  (円)

鮮  魚 1,214,395 750,281,120

太  物 160,042 253,051,012

塩  干 1,112,153 751,331,849

加  工 2,999,555 593,082,810

冷  凍 637,873 406,174,122

冷  食 2,334,206 312,618,727

食  品 2,138,774 409,588,652

計 10,596,998 3,476,128,292

◆花き部

区  分 数量(本・鉢) 金 額 (円)

切

花

地 場 623,069 34,711,173

移 入 2,461,256 234,558,022

計 3,084,325 269,269,195

枝

物

地 場 24,082 1,042,621

移 入 59,514 9,901,477

計 83,596 10,944,098

鉢

物

地 場 46,202 2,030,442

移 入 146,918 31,793,599

計 193,120 33,824,041

葉　物 142,168 7,804,714

加  工 270,033 90,285,134

その他 11,624 2,356,756

計 3,784,866 414,483,938

◆販売先構成比

区  分
金  額

(千円)

比 率

(％)

青果部

仲卸業者 3,305,376 64

仲卸業者以外 1,829,975 36

計 5,135,351 100

水産物

部

仲卸業者 771,352 22

仲卸業者以外 2,704,776 78

計 3,476,128 100

花き部

仲卸業者 14,603 4

仲卸業者以外 399,881 96

計 414,484 100

◆種類別構成比

区  分
金  額

(千円)

比 率

(％)

青果部

果  実 1,588,330 31

野  菜 3,383,723 66

加　工 163,298 3

計 5,135,351 100

水産物部

鮮  魚 750,281 21

太  物 253,051 7

塩  干 751,332 22

加  工 593,083 17

冷  凍 406,174 12

冷  食 312,619 9

食  品 409,588 12

計 3,476,128 100

花き部

切　花 269,269 65

枝　物 10,944 3

鉢　物 33,824 8

葉　物 7,805 2

加　工 90,285 22

その他 2,357 －

計 414,484 100
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卸売取扱実績（平成27年度）



　本市の農業委員会は、昭和 26年 4月の農業委員会

法の制定により、若松市第一、第二農業委員会として

発足した。その後、昭和 30年 1月に近隣 7ケ村との

合併に伴い、地方自治法の規定により会津若松市地区

委員会と改称し、昭和 32年 7月 6日に各地区委員会

を廃止して会津若松市農業委員会に改組された。

平成 16年 11 月に北会津村と、平成 17年 11 月に

は河東町と合併したことに伴い、両農業委員会を会

津若松市農業委員会に編入し現在に至っている。

 

選挙区及び委員定数については、昭和32年 7月に

は選挙区を6選挙区、委員定数を44名としたが、昭

和 44年 1月に委員定数を 27名（公選 20名、1号委

員2名、2号委員5名）に改正した。そして平成8年

3月に選挙区の基準を満たすため、6選挙区を4選挙

区に改正した。

平成 16年 11 月に行われた北会津村との合併に伴

い、平成17年 3月に条例を改正して新たに第五選挙

区を設け、委員定数を30名（公選23名、１号委員3

名、2号委員4名）とした。

平成 17年 11 月の河東町との合併にあたっては、

合併特例法第 8条（農業委員会の委員の任期等に関

する特例）を適用したことから、旧河東町委員 7名

を加えた公選委員数は30名となった。

平成20年 3月には、条例を改正して新たに第六選

挙区を設け、委員定数を 37名（公選 30名、1号委

員3名、2号委員4名）とした。

農業委員会等に関する法律が改正され、平成 28年

4月 1日より、農業委員は選挙による公選制から議

会の同意による市長の任命制となったが、現委員に

ついては、平成 29年 7月 19日の任期満了まで在任

する経過措置が設けられた。

◆選挙区の区域と委員数

名称 区       域 委員数

第 一

選挙区

住居表示に関する法律（昭和 37 年

法律第 119号）に基づき住居表示が

実施された地域（花見ヶ丘一丁目、

花見ヶ丘二丁目、花見ヶ丘三丁目、

建福寺前、湯川南、明和町、館馬

町、館脇町、対馬館町、天神町、北

青木、古川町、東年貢一丁目、東年

貢二丁目、西年貢一丁目、西年貢二

丁目、橋本一丁目及び橋本二丁目を

除く）、住吉町、桜町、材木町、山

見町、扇町、白虎町、一箕町、東山

町、町北町、神指町のうち大字南四

合の地域

4人

第 二

選挙区
湊町 3人

第 三

選挙区

高野町、神指町（大字南四合の地

域を除く）、五月町、橋本一丁

目、橋本二丁目

4人

第 四

選挙区

門田町、花見ヶ丘一丁目、花

見ヶ丘二丁目、花見ヶ丘三丁目、建

福寺前、湯川南、明和町、館馬町、

館脇町、対馬館町、天神町、北青

木、古川町、東年貢一丁目、東年貢

二丁目、西年貢一丁目、西年貢二丁

目、大戸町

4人

第 五

選挙区

北会津町、真宮新町南一丁目、真宮

新町南二丁目、真宮新町南三丁目、

真宮新町南四丁目、真宮新町北一丁

目、真宮新町北二丁目、真宮新町北

三丁目、真宮新町北四丁目

7人

第　六

選挙区
河東町 7人

合            計 29人

 

農業者の老後生活の安定と福祉の向上に加え、保

険料助成を通じて担い手を確保するという目的をあ

わせ持つ政策年金である。
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沿　革

選挙区及び委員定数

農業者年金



◆農業者年金加入・受給状況

（単位：人)(平成28年 3月 31日現在)

　種別

　

地区

加入者 受給者

新制度

加入者

旧制度

待期者
計 新制度

経営移

譲年金

内老齢

年金

併給者

老齢

年金
計

旧市 0 0 0 0 4 1 2 6

東山 2 0 2 1 3 3 4 8

町北 1 0 1 2 5 2 9 16

湊 5 1 6 5 80 33 20 105

一箕 0 0 0 0 6 3 5 11

高野 6 2 8 2 19 7 9 30

南四合 4 0 4 0 6 2 7 13

神指 6 0 6 2 31 8 16 49

門田 2 0 2 2 22 13 22 46

大戸 0 0 0 3 14 6 5 22

荒井 5 0 5 5 62 21 19 86

川南 3 0 3 1 57 22 11 69

舘ノ内 1 0 1 1 47 15 9 57

日橋 4 2 6 2 27 13 5 34

八田 7 2 9 0 17 6 3 20

堂島 5 0 5 6 40 16 10 56

合計 51 7 58 32 440 171 156 628

◆処理状況                      (単位：ha)

区   分
平成27年 平成26年

件数 面積 件数 面積

3条 59 15.44 53 18.05

4条 8 0.28 8 0.22

4条 1項 7号 17 0.99 27 1.31

5条 13 1.83 24 7.64

5条 1項 6号 52 9.17 50 4.11

合  計 149 27.71 162 31.33

◆農地転用用途別年次集計表     (単位：ha)

区   分
平成27年 平成26年

件数 面積 件数  面積

住宅用地 55 4.21 56 4.22

鉱工業用地 1 5.54 8 4.34

学校用地 0 0 1 1.10

公園運動場用地 0 0 1 0.52

道水路鉄道用地 0 0 3 0.12

植林 0 0 0 0

建物施設用地その他 61 3.85 47 3.19

合計 117 13.60 116 13.49

※ 農業委員会を経由しない転用を含む

 

 

                                  　(単位：ha)

区　分 27年 26年 25年

件　数 1,203件 1,097件 833件

地
目
別
面
積

田 794.9 962.6 986.4

　畑  41.4 36.4 35.1

計 836.3 999.0 1,021.5

期

間

別

面

積

1～2年 95.1 411.5 345.2

3～5年 99.3 172.8 193.9

6～9年 11.9 86.4 74.2

10年以上 625.2 312.2 397.4

所有権 4.8 16.1 10.8

計 836.3 999.0 1,021.5

割合 13.2％ 15.8％ 16.2％

※ 割合は、農林業センサスの市内経営耕地面積

（6,312ha）に対する割合
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都市計画とは、都市の健全な発展と秩序ある整

備を図るための土地利用、都市施設の整備及び市

街地開発事業に関する計画である。

◆主な都市計画　　　　(平成28年 4月 1日現在)

区 分 　　決 定 状 況（ha）

都市計画区域 17,676.0

市街化区域 2,570.9

市街化調整区域 15,105.1

用途地域 2,570.2

準防火区域 207.3

風致地区 3地区　　645.0

昭和 4年７月 20 日、本市の都市計画区域として

6,352.48haが決定された。その後、昭和30年に近隣

７ヶ村を合併したことに伴い、さらに大沼郡本郷町

の一部、北会津郡北会津村（旧荒舘村、川南村）の

一部を含めて面積を 11,762.70ha とする都市計画区

域の変更を行った。その後、昭和 31年に名称を「会

津若松都市計画」と変更し、さらに昭和 45年に新都

市計画法に基づき、市を含む 1市 2町 2村をもって

20,702ha に及ぶ都市計画区域を決定し、名称を「会

津都市計画区域」とした。その後、平成元年に

19,021ha、平成 4年に 19,076haと都市計画区域の変

更が行われた。平成 17年 11 月 1日に河東町との合

併により、本市の都市計画区域面積は、17,676ha と

なり、総市域面積の約46％にあたる。

市街化区域とは、既に市街地を形成している区域

及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化

を図るべき区域であり、用途地域を指定して積極的

に都市計画事業等を実施することとされている。

市街化調整区域とは、市街化を抑制する区域で、

優良な集団農地、災害の発生のおそれのある区域、

自然景観、緑地など保全すべき区域は原則としてこ

の区域に含まれるものである。

◆用途地域

用途地域とは、都市計画法で定める区域ごとの建

築用途の制限で、住宅と工場等異なる機能が混在す

ることを防止し、秩序ある市街地の形成を図ろうと

する規制である。

 ○用途地域別面積     （平成28年 4月 1日現在）

区      分
面積

(ha)

構成比

(％)

住

居

第一種低層住居専用地域 202.4 7.9

第一種中高層住居専用地域 277.5 10.8

第二種中高層住居専用地域 153.4 6.0

第一種住居地域 782.6 30.4

第二種住居地域 314.1 12.2

準住居地域 23 0.9

商

業

近隣商業地域 81.2 3.2

商業地域 243 9.5

工

業

準工業地域 129 5.0

工業地域 288.9 11.2

工業専用地域 75.1 2.9

合       計 2,570.2 100

◆防火地域・準防火地域

防火地域及び準防火地域は、市街地における火災

の危険を防除するため定める地域で、一定規模以上

の建築物を耐火又は簡易耐火構造とすることとなっ

ている。

本市では、昭和32年及び昭和39年に準防火地域

が約270.3ha指定されたが、防火地域は指定されて

いない。

◆風致地区

風致地区は、都市の風致を維持するため定める地

区で、都市内の自然的景観を維持し、樹林地等緑の

保存を図るべき区域である。

○変更(昭和45年 6月 12日)

地 区 名 面積(ha) 備  考

大塚山風致地区 約 18.7 第一種

東山風致地区 約591.7

第一種 43.7

第二種144.0

第三種404.0

鶴ケ城風致地区 約 34.6 第一種

計 約645.0
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　本市には城下町特有のくい違い道路が多く、道路

幅員も狭いため、昭和 8年に都市計画道路を決定し

た。その後、社会情勢の変化に伴い逐次路線の追加

を行い、36路線、総延長 100.12kmに達した。

　しかし、整備状況は 62.31％とまだ低く、城下町

特有の道路構造も起因して、観光シーズンや冬期間

においては、市内各所に交通渋滞も見られるなど、

都市機能が低下するので、この現状に対処するため、

効率的な道路網の整備と検討を積極的に進めている。

◆都市計画道路の整備状況

                 　    (平成28年 4月 1日現在)

幅員
延 長

  (km)

改良済

延  長

(km)

改良率

(％)

30m以上 2.05 0.25

22m以上 23.77 20.40

16m以上 55.85 28.39

 9m以上 18.45 13.35

計 100.12 62.39

62.31
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No. 路 線 名 起  点 終  点
幅員 車線 延 長

亀賀高瀬線 H11.7.6 22 4 4,800 町北町中沢 4,800

亀賀御山線 H11.7.6 27 4 8,000 一箕町亀賀 門田町面川 6,800

会津若松駅弁天下線 H11.7.6 22 4 1,900駅前町 一箕町八幡 1,900

亀賀門田線 H11.7.6 18 2 7,840 一箕町亀賀 門田町面川 4,990

稲荷山七日町線 H11.7.6 16 2 2,550慶山一丁目 七日町 1,910

高瀬東山線 H11.7.6 16 2 6,450 町北町中沢 東山町石山 1,280

黒岩飯寺線 H11.7.6 20 4 2,880門田町黒岩 門田町飯寺 2,880

達摩飯寺線 H11.7.6 20 4 4,330 町北町藤室 門田町飯寺 580

上荒久田黒川線 H11.7.6 16 2 2,200 町北町上荒久田 神指町黒川 0

亀賀鶴ケ城線 H11.7.6 12 2 3,130 一箕町亀賀 追手町 1,280

千石町小田橋線 H11.7.6 12 2 1,000 南千石町 城東町 1,000

藤室鍛冶屋敷線 H11.7.6 16 2 11,230町北町藤室 神指町南四合 6,110

幕の内小田橋線 H16.1.9 12 2 3,530神指町南四合 宝町 3,530

東山建福寺前線 H11.7.6 12 2 1,300 東山町石山 門田町黒岩 0

御山徳久線 H11.7.6 12 2 1,400門田町御山 門田町徳久 800

インター北部幹線 H11.7.6 25 4 2,300 町北町始 高野町木流 2,300

門田本郷線 H11.7.6 16 2 門田町堤沢 本郷町荒井 1,450

亀賀山見線 H11.7.6 12 2 1,360 一箕町亀賀 山見町 1,360

白虎山見線 H11.7.6 12 2 750白虎町 山見町 750

西部幹線 H11.7.6 25 4 6,770門田町一ノ堰 町北町中沢 4,600

飯寺柳原線 H11.7.6 12 2 1,350門田町飯寺 柳原町一丁目 1,350

西若松駅東口線 H11.7.6 16 2 120 城西町 城西町 120

船ヶ森北柳原線 H13.5.1 16 2 1,870 一箕町鶴賀 一箕町亀賀 1,870

達摩高野線 H11.7.6 20 2 1,740 町北町藤室 高野町上高野 1,740

物流１号幹線 H11.7.6 20 2 600 町北町始 町北町藤室 430

物流２号幹線 H11.7.6 20 2 1,210 町北町藤室 町北町始 1,210

日新町徳久線 H11.7.6 16 2 3,400 日新町 門田町徳久 1,800

インター南部幹線 H11.7.6 30 4 2,050 町北町始 七日町 250

真宮幹線 S57.9.13 12 2 2,480 北会津町蟹川 北会津町真宮新町 2,480

会津縦貫北道路 H28.2.2 21 4 4,130 高野町木流 神指町高瀬 2,020

会津若松駅中町線 H11.7.6 9 1 1,470駅前町 中町 610

新橋ミノワ線 S63.12.27 16 2 2,090 河東町大田原新橋 河東町南高野ミノワ 0

◆ 都市計画道路の現況 (平成28年4月1日現在)

最終計画
変更年月日

計 画 （m） 改良済
(m)

3･3･1 一箕町鶴賀

3･3･101

3･3･102

3･4･103

3･4･104

3･4･105

3･4･106

3･4･107

3･4･108

3･5･109

3･5･110

3･4･111

3･5･112

3･5･113

3･5･114

3･3･115

3･4･116

本市分

  2,000
3･5･117

3･5･118

3･3･119

3･5･120

3･4･121

3･4･122

3･4･123

3･4･124

3･4･125

3･4･126

3･2･127

3･5･401

1･4･1

7･6･101

3･4･501

都市計画道路
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No. 路 線 名 起  点 終  点
幅員 車線 延 長

八人役ニタ線 S63.12.27 16 2 980河東町東長原八人役 河東町東長原ニタ森 0

村北西下り線 S63.12.27 16 2 230 河東町東長原村北 河東町東長原西下り 0

七ツ段休ミ石線 H17.10.28 11 2 305河東町郡山字七ツ段 河東町郡山字休ミ石 190

横堀休ミ石線 H17.10.28 11 2 375 河東町広田字横堀 河東町郡山字休ミ石 0

計 100,120 62,390

最終計画
変更年月日

計 画 （m） 改良済
(m)

3･4･502

3･4･503

7･6･1

7･6･2

36路線

(平成 27年 4月 1日現在）



本市は、昭和56年 8月 1日より限定特定行政庁と

なり、建築基準法第 6条第 1項第 4号の住宅及びそ

の付属物等に係る建築指導を行っている。

なお、建築基準法第 6条第 1項第 1号から第 3号

のビルなどの規模の大きい建築物については、市で

受付して県が確認している。

　また、平成12年度より、指定確認検査機関（民間

機関）においても確認業務を行っている。

◆確認申請書受付件数

区 分 27年度 26年度 25年度

新築住宅 112 64 85

増改築住宅 39 36 54

新築併用住宅 3 1 3

共同住宅・貸住

宅・長屋・公営住

宅等

（40）

4

（6）

1

（28）

1

店舗・事務所・

ホテル等
16 8 17

倉庫・工場・車

庫・作業所等
9 14 15

工作物 8 3 7

昇降機 4 2 2

合計 195 129 184

 ※ 県確認分を含み、計画通知及び指定確認検査機

関確認を除く

※ ( )内は住宅戸数 

◆確認業務状況（市確認分）

区 分 27年度 26年度 25年度

確認申請受付件数 174 120 168

確認済証交付件数 173 126 163

※ 確認済証交付件数については、前年度繰越処理

を含む

※ 計画変更申請分は除く

◆道路位置指定件数（全て市指定）

区 分 27年度 26年度 25年度

指定件数 6 3 1

  指定延長  (m) 172.48 91.65 55.12

◆浄化槽設置届出件数（市確認分）

区 分 27年度 26年度 25年度

届出件数 24 9 16

◆違反建築件数（市取り扱い分）

区 分 27年度 26年度 25年度

違反件数 6 3 4

◆中高層建築物指導要綱届出件数

区 分 27年度 26年度 25年度

届出件数 6 17 13

 ※ 平成2年11月より施行

◆建設リサイクル法届出件数（市取り扱い分）

区 分 27年度 26年度 25年度

届出件数 214 189 233
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近年の経済性に重点がおかれた画一的な都市化の

流れの中で、地域の文化を再確認するとともに、よ

り快適でやすらぎのある生活環境の整備とまちづく

りを求める市民の声を受け、もう一度、先人が培っ

てきた「会津若松らしさ」を見つめ直すとともに、

物質的な豊かさだけでなく、潤いややすらぎといっ

た精神的な豊かさを重視したまちづくりを積極的に

推進し、調和のとれた個性豊かな景観形成を図るた

め、その基本となる「会津若松市景観条例」を平成

4年3月に制定し、様々な施策を展開してきた。

今般、平成16年に景観法が公布されたことを受け、

さらに実効性のある景観行政を実施するため、平成

21年 3月 31日に景観行政団体に移行し、現在景観法

の活用について検討を進めているところである。

　会津若松市景観条例は、会津若松らしい景観を

「まもり」、「つくり」、「そだてる」という 3つ

の基本理念のもと、快適で潤いのあるふるさとを創

造することを目的とする。

◆総則

   【目的】 快適で潤いのあるふるさとの創造

   【市長の責務】

     目的達成のための施策の策定と実施、市民へ

の啓発、先導的役割、諸制度の活用、国等に対

する要請

   【市民及び事業者の責務】

       自らが景観形成の主体であることの認識と、

　　 施策への協力

◆地区景観

   【景観形成地区の指定】

       景観形成上、重要な地区を市長が指定し、

景観形成計画、景観形成基準を定め、地区の景

観整備を図る。

   【景観協定の認定】

       住民が主体となり相互に結んだ協定を、市長

が認定する。

   【大規模行為の届出】

        周辺景観に及ぼす影響が大きい行為につい

て、必要な場合、指導、助言を行う。

◆歴史的景観

   【歴史的景観指定建造物の指定】

       歴史的景観の形成上、重要な建築物等を指定

し、保存、活用を図る。

◆自然景観

   【自然景観指定緑地の指定】

       自然景観の形成上、重要な森林、樹木、緑地

等を指定し、保存を図る。

◆表彰・助成

   【表彰】 景観形成に優れた効果をもたらしたと

認める建築物や活動を表彰する。

   【助成】 景観形成のため必要と認められる行為

  に対して、技術的援助や助成を行う。

◆景観審議会

      市長の諮問に応じ、景観の形成に関する事項

を調査、審議する。

　会津若松らしい個性ある景観形成のため、歴史的

な雰囲気を持った地区など景観形成上重要な地区を

「景観形成地区」に指定する。

景観形成地区指定にあたっては、会津若松市景観

形成ガイドプランに設定された重要地区(8地区 6回

廊)を基本に、地区の皆さんと協議を進めながら、

「景観形成計画」と「景観形成基準」を定める。

【景観形成計画】        

景観形成地区での景観整備の基本目標や、公共

施設、民有空間の整備についての方針を定める。

【景観形成基準】        

景観形成地区内で建築行為などをする場合の基

準（建築物などの形態、意匠、色彩、緑化など）

を、景観形成計画に基づいて定める。

【地元の意見を反映】        

景観形成地区指定に先立ち、地元の皆さんとの

協議を十分に行うとともに、景観審議会の答申に

基づき、計画や基準を定める。

【公共施設の整備】 

公共施設の整備、改善などを行う。

【基準に基づく助言・指導】        

民有空間をより魅力あるものとするため、建築物

等の建築行為などについて届出していただき、景観

形成基準に基づき必要な場合、助言・指導を行う。

【経費の一部を助成】        

景観形成基準に基づき行われる民有空間の整備

（建築物、公開空地などの整備、緑化など）につ

いて、経費の一部を助成する。
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　まちの景観をつくるのは、そこに暮らし、働き、

憩う市民の皆さんであることから、市民の皆さん

が、景観形成のためにお互いにルール（緑化、建物の

形態、色彩など）をつくり、個性あふれるまちづくり

を進めようとする地区を「景観協定地区」として認定

し、その取り組みを支援する。

【景観協定地区の認定要件】        

  ・土地がまとまった状態で、おおむね 1ヘクター

ル以上であること

  ・地区内の土地の所有者及び建築物等の所有者の

3分の2以上の同意があるもの

  ・地区内の土地のうち 3分の 2以上の面積の土地

所有者から同意を得ているもの

【景観についての提案】        

地区内の公共施設の整備や改善、民有空間の整備

について提案（景観形成提案書）することができ、市

は公共施設等の整備等について、提案書に配慮する。

【経費の一部を助成】        

景観協定に基づく活動や景観形成提案書の策定

のための活動、景観協定に基づき行われる行為

（建築物、公開空地などの整備、緑化など）につ

いて、経費の一部を助成する。

◆景観協定地区一覧表(平成28年 4月 1日現在)

景観協定の名称 認定月日 区域面積(㎡)

 1 旧七日町町並み協定 H7/7/12 16,314

 2 鶴亀ハイタウン景観協定 H7/7/12 52,804

 3 七日町通り下の区町並み協定 H7/9/1 41,931

 4 博労町通り上ノ区町並み協定 H8/9/9 16,900

 5 七日町中央まちなみ協定 H8/9/27 30,032

 6 芦ノ牧温泉街景観協定 H9/4/14 151,546

 7 野口英世青春通り町並み協定 H9/7/29 64,900

 8 町方蔵しっく通り景観協定 H11/3/29 92,559

 9 会津ふれあい通り町並み協定 H12/6/23 39,006

10 融通寺町町並み協定 H15/3/26 42,922

11 東山温泉街景観協定 H17/3/22 185,676

大規模な建築物や工作物、土地の造成や屋外の物

品の集積等は、周辺の景観に大きな影響を与えるこ

とから、景観の形成に大きな影響を与える建築物、

工作物の新築等や外観の模様替え、または色彩の変

更、土地の造成や山砂等の採取、屋外の物品の集積

等については、市へ事前の届出が必要となる。

【大規模行為の助言、指導等】        

大規模行為景観形成基準に基づき、必要に応じ

て指導、助言又は勧告を行う。

【経費の一部を助成(大規模建築物を対象)】

公開空地(公共に 3 m 以上面した 10㎡以上の土

地)における緑化やストリートファニチャーの整備

について、経費の一部を助成する。

◆届出対象行為

【建築物】

  ◇ 新築、改築、増築、移転、外観の模様替え、色

彩の変更      

・高さ10 m以上

・3階建て、かつ延床面積 500㎡以上

・延床面積1,000㎡以上

【工作物】

  ◇ 新築、改築、増築、移転、外観の模様替え、色

彩の変更      

① 擁壁、垣、塀類→高さ 5 m超

② コンクリート柱、

   鉄柱、木柱類

③ 煙突、排気塔類

④ 電波塔、物見塔、風車類

⑤ 電線路等の支持物→高さ20 m以上

⑥ 広告塔、広告板類→高さ10 m以上

                   →表示面積の合計15㎡超

⑦ 高架水槽、

パラボラアンテナ類

⑧ 観覧車等の遊戯施設類

⑨ コンクリートプラント等

   の製造施設類          

⑩ 立体駐車場　　　　　　　・高さ10 m以上

⑪ 石油、ガス等の貯蔵

   ・処理施設類             ・築造面積

⑫ ごみ処理施設、              1,000㎡超

   産廃処理施設類

⑬ 彫刻、記念碑類

【土地区画形質の変更】

  ◇ 水面の埋立、又は干拓を含む      

・面積3,000㎡超

・法面の規模が高さ 5 m超、かつ長さ10 m超
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【鉱物の採取､土石類の採取】

・面積3,000㎡超

・法面の規模が高さ 5 m超、かつ長さ10 m超

【屋外の物品の集積や貯蔵】

・高さ3 m超

・面積 500㎡を超えるもの

※ 大規模行為景観形成基準での高さとは、建

築基準法上の高さ(平均地盤面からの高さ)

ではなく見附の高さである。

◆大規模特定行為

  大規模行為のうち、周辺景観に及ぼす影響が特

に大きい大規模建築物、工作物の新築等について

は、届出の前に事前協議が必要である。

【大規模特定行為とは】

     ・高さ31 mを超える建築物、工作物

     ・延べ床面積15,000㎡を超える建築物

　本市には長い年月の間に育まれた歴史、文化が息

づいており、先人が培ってきたこれらの遺産を後世

に伝えるとともに、会津若松らしい景観を創造する

ため重要な建造物などを歴史的景観指定建造物とし

て指定し、保存、活用を図る。

【歴史的景観指定建造物の届出･助言･指導】

現状を変更する行為について届出が必要であ

る。また、届出の内容について、必要がある場合

には助言、指導を行う。

【経費の一部を助成】

歴史的景観指定建造物の維持管理に要する費用

の一部を助成する。

【歴史的景観指定建造物】

建造物の名称 所在地
指定

年度

1 福西本店・大町ｶﾞｽ燈 中町 4-16 H9

2 ㈱白木屋漆器店 大町一丁目2-10 H9

3 會津壹番館 中町 4-18 H9

4 末廣酒造㈱嘉永蔵 日新町 12-38 H9

5 ㈱満田屋
大町一丁目1-

25.26
H9

6 会州一蔵 相生町7-17 H10

7 鈴木屋利兵衛 大町一丁目 9-3 H10

8 (有)小野寺漆器店 大町二丁目1-5 H10

建造物の名称 所在地
指定

年度

9 旧大島蔵 大町二丁目1-3 H10

10 竹細工　竹藤 中央一丁目2-7 H10

11 花と陶器　永山 七日町 1-30 H10

12 神禧堂薬館 上町 3-24 H10

13
滝谷建設工業㈱

会津若松店社屋
大町一丁目2-8 H11

14 宮泉銘醸㈱ 東栄町 8-7 H11

15
日本基督教団若松栄町

教会
西栄町 8-37 H11

16 渋川問屋 七日町 3-28 H11

17 林家住宅 材木町一丁目 9-25 H12

18 旧会津実業信用組合 中央一丁目4-9 H12

19 東山温泉　向瀧
東山町湯本川向

200
H13

20 鈴善漆器店 中央一丁目3-28 H13

21 松本家住宅及び土蔵 上町 4-1 H13

22 菊地金粉製作所 大町一丁目3-39 H14

23
旧郡山商業銀行若松支

店
大町一丁目 9-8 H14

24 羽金家住宅 大町二丁目 7-7 H15

25 旧黒河内胃腸病医院 中町 1-20 H15

26 旧若松庶民金庫 相生町7-2 H18

27 旧遠藤米穀店 中町 1-24 H18

28 関善吉薬局 川原町 2-13 H19

29 髙橋庄作酒造店
門田町一ノ堰字村

東755
H19

30 小森家の長屋門と土蔵 北会津町中荒井 22 H19

31 板橋家の母屋及び土蔵
河東町郡山字古宮

23
H20

32 阿弥陀寺の御三階 七日町 4-20 H20

33 会津天宝醸造㈱ 大町一丁目1-24 H21

34 田中稲荷神社 大町一丁目1-5 H25

自然資源を保全するとともに、景観の形成上、重

要な森林、樹木、緑地等を自然景観指定緑地として

指定し、保存を図る。

【自然景観指定緑地の届出･助言･指導】

現状を変更する行為について届出が必要であ

る。また、届出の内容について、必要がある場合

には助言、指導を行う。
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【経費の一部を助成】

自然景観指定緑地の管理に要する経費の一部を

助成する。

【自然景観指定緑地】

緑地の名称 所在地
指定

年度

1 蚕養国神社の森 蚕養町 2-1 H11

2 実成寺の森 大町二丁目6-35 H11

3 諏訪神社の森 本町 10-32 H11

4 八幡神社の森
一箕町八幡字八幡

43
H11

5 白露庭 追手町 6-6 H11

6
桜ケ岡出世地蔵尊のケ

ヤキ
東栄町 329 H12

7 八角神社の森 宮町 4-50 H12

8 嚴島神社のスギ
一箕町八幡字弁天

下甲 1405
H12

9 妙法寺のケヤキ 馬場本町 3-34 H12

10
錦町稲荷神社跡のエノ

キ
錦町 1-2 H13

11 小谷のイチョウ 大戸町小谷川端 54 H13

12
小谷･初瀬川家のシダ

レザクラ
大戸町小谷川端 10 H13

13
一ノ堰羽黒墓地の種蒔

桜（夫婦桜）

門田町一ノ堰字羽

黒西 16
H13

14 下馬渡･熊野神社の森
湊町共和字熊野森

77
H14

15
西田面･白旗八幡神社

の森

湊町共和字西田面

587
H14

16 経沢･守屋神社のスギ
湊町平潟字夏狼ケ

嶽乙 1477
H14

17 日吉神社の森
門田町飯寺字村西

710
H15

18 神指城跡のサクラ
神指町高瀬字五百

地1637他
H16

19
羽黒山湯上神社大鳥居

脇のモミ

東山町湯本字寺屋

敷 11
H16

20 本覚寺のケヤキ 行仁町 12-59 H16

21 滝沢･三浦家の大カヤ
一箕町八幡字三島

28
H16

22 東麻生の種蒔桜
北会津町東麻生字

姥小作756
H17

23 横山家のケヤキ
北会津町東麻生字

七ツヲサ 718
H17

24 田村山･住吉神社の森
北会津町田村山字

堂ノ下 148外
H18

緑地の名称 所在地
指定

年度

25 東泉寺のイチョウ
北会津町安良田字

村中439
H18

26 下荒井･熊野神社の森
北会津町下荒井字

宮ノ西 611外
H18

27 東山温泉街のケヤキ
東山町湯本字川向

209-4地先
H19

28 遠藤家のケヤキ
河東町郡山字北郡
22-1

H19

29 大和田八幡神社の森
河東町大田原字宮

腰 15-3
H19

30 八葉寺の森
河東町広野字権現

塚 2外
H20

31 菅原神社のケヤキ 天神町592 H21

32 如来堂のイチョウ 神指町如来堂 26 H25

33
東城戸・神明神社の樹

林
神指町東城戸 404 H25

美しい景観の形成に寄与している建築物や工作物

の所有者（設計者、施工者）、景観形成に貢献した

方々などを表彰し、会津若松らしい景観を創造する

手がかりとしてＰＲを図る。

◆美しい景観をまもる賞

  ● 対象

   歴史的な建築物、庭園、門、塀、いわれのある

樹木、碑などで形態が良好に維持管理されている

もの

● 基準

・歴史的な雰囲気を醸し出しているもの、また維

持しているもの

・歴史的な建築物の雰囲気をよみがえらせ、その

景観的価値を高めているもの

・歴史的ないわれのあるもので、その形態を良好

に維持しているもの

● 平成27年度受賞物件

・阿弥陀寺

（七日町 4-20）

・まもる賞受賞物件累計　49件
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◆美しい景観をつくる賞

● 対象

   おおむね過去 3年以内に完成した建築物、屋外

広告物、庭園、門、塀、ストリートファニチャー

等、または、これらを総合的に整備したもの

● 基準

・周辺の景観に調和し、美しいまちづくりに寄与

しているもの

・自然の要素をうまく利用しているもの

・デザイン、機能的に優れており、将来の景観を

リードするもの

・伝統的なデザイン、雰囲気を受け継いでいるも

の

・地域の特色を生かした材料、素材、色彩に配慮

しているもの

・総合的に計画され、美しい景観をつくりだして

いるもの

● 平成27年度受賞物件

　・松坂屋商会

（東栄町 3-40）

・つくる賞受賞物件累計　36件

◆美しい景観をそだてる賞

● 対象

  おおむね過去 2年以上継続している活動

● 基準

・美しい景観の創造、維持、向上等についての活

動を行っているもの

・優れた景観の創出に貢献している催物、行事等

で広く市民に親しまれているもの

● 平成27年度受賞物件

　・該当なし

・そだてる賞受賞物件累計　10件

 　景観の形成を図る上で必要な行為について、技術的

な援助を行うとともに、その経費の一部を助成する。

◆景観形成地区

景観の形成を図るために特に指定された地区（助

成率 3分の2）

・建築物などの新築、改築、増築や移転工事のう

ち外観にかかわるもの（200万円まで）

・建築設備、サービススペースなどの隠ぺい工事

（100万円まで）

・外観の大規模な模様替えや色彩の変更（100万

円まで）

・道路などの公共に面する部分の緑化や公開空地

の緑化、ストリートファニチャーなどの整備

（70万円まで）

◆景観協定地区

住民の方々が自主的に、建築物の形態などについ

て協定を結び、市の認定を受けた地区（助成率 2

分の1）

・景観協定地区の景観提案書（計画書）の策定や

活動など（50万円まで、3年間を限度）

・建築物などの新築、改築、増築や移転工事のう

ち外観にかかわるもの（100万円まで）

・建築設備、サービススペースなどの隠ぺい工事

（70万円まで）

・外観の大規模な模様替えや色彩の変更（70万

円まで）

・道路などの公共に面する部分の緑化や公開空地

の緑化、ストリートファニチャーなどの整備

（50万円まで）

◆大規模行為の届出対象物件

公開空地の緑化、ストリートファニチャーな

どの整備（助成率 3分の１、50万円まで）

◆歴史的景観指定建造物

歴史的景観を形成する上で重要として指定した建

築物など（助成率 3分の2）

・外観の修景工事200万円まで

・断熱･防水化工事100万円まで

◆自然景観指定緑地

自然景観を形成する上で重要として指定した緑

地、樹木など（10年間）

・樹木の維持管理 1本当たり 5,000円

・樹林･緑地等の維持管理 1㎡当たり 5円
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公園、緑地は市民の憩いの場として、また、散

策、スポーツの場として市民に資するほか、都市美

の構成、災害時の避難等の空地として大きな役割を

持つもので、都市生活上不可欠な施設である。

本市の周辺には、緑に恵まれた自然環境の良好な

背炙山公園、小田山公園を有し、さらには、スポー

ツ施設と緑地を兼ねた会津総合運動公園と大川緑地

等4箇所の緑地を配置している。

また市街地には、鶴ヶ城公園、東部公園及び各所

に街区公園を配置し、都市の緑化美化、都市機能の

向上に努めており、市街地人口、行政区域内人口１

人当たりの公園面積は、都市公園条例上の標準面積

に達している。

　しかし、市街地に配置されている公園は、鶴ヶ城

公園以外は東部公園を除き小規模な街区公園であ

り、配置は適正とはいいがたい。今後は、面的整備

や空地の確保を検討しながら、公園・緑地機能の保

全と充実に努めていく。
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 都 市 公 園 都 市 公 園

種  類 都市公園名 　 供用開始年月日

名子屋町児童公園 大町二丁目 0.11 0.11

住吉児童公園 材木町一丁目 0.08 0.08

中央児童公園 栄町 0.10 0.10

つばくろ公園 城前 0.80 0.56

諏訪公園 本町 0.20 0.20

小田垣公園 城東町 0.12 0.12

駅前公園 駅前町 0.14 0.14

薬師公園 館馬町 0.12 0.12

◆ 都市公園一覧
都市計画
決定面積

(ha)

供用開
始面積
(ha)

基

幹

公

園

住
区
基
幹
公
園
 
 

街
　
区
 
公
 
園
 
 

昭和31年10月15日

昭和24年 9月30日

昭和24年10月 1日

昭和30年 4月 1日

昭和44年11月 1日

平成3 年 4月 1日

昭和45年11月30日

昭和45年11月30日

種   類 種   別
都市計画決定 行政区域内供用 市街化区域内供用

公園数 公園数 公園数

基幹公園

街区公園 35 45 10.20 43 9.90

近隣公園 2 2 2 2.83

地区公園 － － 1 1

総合公園 1 37.30 1 37.30 1 37.30

運動公園 1 30.00 1 30.00

特殊公園

風致公園 2 82.49 2 82.49

歴史公園 1 1 0.13 1 0.13

1 23.60 1 8.91 1 8.91

都  市  緑  地 4 13.58 19 23.09 14 3.99

緑          道 1 1 1

大規模公園 広域公園 1 43.70 1 42.60

合      計 49 242.98 75 241.09 64 66.60

◆ 都市公園種別面積　　        　　　　　　　　　　　（平成28年4月1日現在）

面積（ha） 面積（ha） 面積（ha）

住区基幹
公   園

 8.54

 2.90  2.83

 2.80  2.80

都市基幹
公   園

 0.13

 墓　 園

 0.74  0.74  0.74

１人当たりの面積
（　）は条例に定める面積標準

19.79㎡/人 6.59㎡/人

（10.00㎡/人） （5.00㎡/人）
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種  類 都市公園名 所在地 供用開始年月日

七日町公園 西七日町 0.19 0.19

材木町公園 材木町二丁目 0.14 0.14

緑町公園 緑町 0.13 0.13

金川町公園 金川町 0.21 0.21

大町中央公園 中央二丁目 0.65 0.65

大町白虎公園 白虎町 0.30 0.30

日新町公園 日新町 0.20 0.20

大川幼児公園 幕内東町 0.12 0.12

居合１号公園 居合町 0.30 0.30

石堂町公園 町北町大字上荒久田 0.23 0.23

黒岩公園 天神町 0.20 0.20

城西町公園 城西町 0.20 0.20

愛宕山公園 慶山二丁目 0.49 0.49

千石さくら公園 東千石三丁目 - 0.09

飯盛三丁目 - 0.16

一箕町松長一丁目 0.38 0.38

一箕町松長三丁目 0.25 0.25

一箕町松長六丁目 0.25 0.25

一箕町松長五丁目 0.27 0.27

一箕町松長六丁目 0.29 - -

西栄町公園 西栄町 - 0.14

石高公園 門田町大字黒岩 0.15 0.15

さつき美咲公園 五月町 0.13 0.13

五月町わんぱく公園 五月町 0.17 0.17

つるかめ公園 一箕町大字鶴賀 - 0.21

中央公園 真宮新町南四丁目 0.21 0.21

昭和公園 真宮新町南三丁目 0.23 0.23

さくら公園 真宮新町南一丁目 0.42 0.42

亀公園 真宮新町北二丁目 - 1.02

高塚公園 河東町南高野 0.18 0.18

（長谷地公園） 河東町東長原 0.18 - -

（一本木公園） 河東町熊野堂 0.40 - -

千石東の杜公園 東千石二丁目 - 0.09

東台公園 河東町金田 - 0.12

水季の里公園 北会津町水季の里 - 0.18

扇町 - 0.22

白虎町 - 0.14

山見町 - 0.18

山見町 - 0.14

一箕町大字亀賀 - 0.08

東部公園 桧町 1.10 1.10

広田西公園 河東町広田 1.80 1.73

門田緑地 門田町工業団地 - 2.80

都市計画
決定面積

(ha)

供用開
始面積
(ha)

基
 
 
幹
 
 
公
 
 
園

住
 
 
区
 
 
基
 
 
幹
 
 
公
 
 
園
 

街
 
 
 
区
 
 
 
公
 
 
 
園
 
 
 

昭和46年11月30日

昭和47年11月13日

昭和48年10月10日

昭和50年10月21日

昭和50年 4月 1日

昭和55年10月11日

昭和51年12月 2日

昭和52年 1月14日

昭和53年 1月23日

昭和53年 7月 1日

昭和54年10月 1日

昭和55年10月11日

昭和58年 1月 7日

昭和62年 3月27日

飯盛1号公園 昭和62年11月25日

松長1号公園 平成 3年 3月29日

松長2号公園 平成 9年 7月 1日

松長3号公園 平成10年 4月 7日

松長4号公園 平成20年 3月31日

(松長5号公園)

平成 5年 4月 1日

平成 9年 3月28日

平成20年 3月31日

平成20年 3月31日

平成10年 3月31日

昭和61年 4月 1日

平成 6年 4月11日

平成 9年 4月 1日

平成16年11月 1日

昭和63年 3月28日

平成21年 3月31日

平成21年 3月31日

平成21年 3月31日

扇町2号公園 平成23年4月25日

扇町6号公園 平成27年 3月31日

扇町7号公園 平成27年 3月31日

扇町8号公園 平成26年 3月31日

扇町12号公園 平成26年 3月31日

近隣
公園

昭和63年12月13日

平成22年 3月31日

地区
公園 昭和59年 5月27日
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種  類 都市公園名 所在地 供用開始年月日

追手町、城東町 37.30 37.30

会津総合運動公園 門田町大字御山 30.00 30.00

風致公園
背炙山公園 湊町大字赤井 72.39 72.39

小田山公園 門田町大字黒岩 10.10 10.10

歴史公園 蒲生氏郷記念公園 栄町 0.13 0.13

墓   園 大塚山墓園 一箕町大字八幡 23.60 8.91

都市緑地

大川緑地 門田町大字一ノ堰 10.50 8.26

居合緑地 堤町 0.17 0.17

橋詰広場 南花畑 - 0.01

錦町広場 錦町 - 0.04

インター西 2.20 1.05

インター西 0.09

物流修景緑地 インター西 0.88

くつろぎ緑地 東山町大字石山 0.71 0.68

たかく公園 神指町大字高久 - 0.62

赤ベコ公園 神指町大字高久 - 0.14

大川南四合緑地 神指町大字南四合 - 5.44

蟹川緑地 北会津町蟹川 - 4.64

門田町大字一ノ堰 - 0.37

一箕町松長二丁目 - 0.13

北滝沢一丁目 - 0.08

八角町 - 0.12

門田町大字飯寺 - 0.09

門田町大字飯寺 - 0.20

門田町大字飯寺 - 0.08

緑　道 松長緑道 一箕町松長四丁目 0.74 0.74

会津レクリエーション公園 湊町大字赤井 43.70

合              計 242.98 241.09

都市計画
決定面積

(ha)

供用開
始面積
(ha)

基幹
公園

都市
基幹
公園 

総合
公園 鶴ケ城公園 昭和58年 8月16日

運動
公園 平成元年 9月 1日

特殊
公園

昭和31年 8月10日

昭和33年 4月10日

平成19年 4月16日

昭和42年 4月 1日

昭和58年 1月 7日

昭和58年 1月 7日

平成 5年 4月 1日

平成 6年 3月31日

物流1号緑地 平成17年 3月31日

物流2号緑地 (上記に含む） 平成21年 3月31日

(上記に含む） 平成21年 3月31日

平成15年 7月 1日

平成10年 3月31日

平成10年 3月31日

平成15年 5月24日

平成16年11月 1日

一ノ堰1号緑地 平成21年 3月31日

松長1号緑地 平成21年 3月31日

滝沢13号緑地 平成21年 3月31日

八角13号緑地 平成21年 3月31日

飯寺11号緑地 平成21年 3月31日

飯寺12号緑地 平成21年 3月31日

飯寺19号緑地 平成21年 3月31日

平成 9年 4月25日

大規模
公　園

広域
公園  42.60 平成18年 4月21日



会津総合運動公園は、会津地方全域を対象とした

広域的な総合スポーツ施設として、門田町御山地内

の山紫水明の地に計画されたものであり、敷地形態

は東西に 850 ｍ、南北に 500 ｍのほぼ長方形をな

し、西は国道 118 号、南は都市計画道路門田本郷

線、中間部では都市計画道路亀賀御山線に接続して

おり、利便性は非常に高い公園である。

面積30haの中には、修景施設、休養施設、便益施

設、遊戯施設等を配置し、運動施設としては、野球

場、多目的広場、テニスコート、多目的体育館など

があり、平成25年 4月には、最後の運動施設である

陸上競技場の供用を開始した。

　平成27年度に行った陸上競技場駐車場や公園内歩

道整備等の完了をもって、計画面積すべての供用と

なった。

〈計画決定〉  昭和58年 8月 16日

〈事業認定〉  昭和58年 12月 9日

〈事業年度〉  昭和58年度～平成27年度

〈計画面積〉  30.00ha

〈施設内容〉  野球場、テニスコート、あいづドー

ム、多目的広場、体育館、陸上競技

場、ローラースケート場、ゲート

ボール場、わんぱく広場、モニュメ

ント広場、休憩広場、中央広場、プ

ロムナード、駐車場、ふれあいの丘、

　　　　　　　いこいの原っぱ

〈駐車場〉    約 1,300台

〈進捗率〉    平成27年度末現在100.0％

　　　　　　　（供用面積ベース）

◆あいづ球場

  ・施工期間      昭和60年度～昭和63年度

  （平成27年度スコアボード改修）　　

  ・敷地面積    　　　　　　　　21,700㎡

　・建築面積         　　　　　3,596.21㎡   

　・グランド面積           　   14,000㎡ 

・左右翼線                        100 m

・中堅線                          122 m

・バックストップ                   20 m

・収容人員 　内野イス席         4,000人

             内野ベンチ席       3,000人

             外野芝生席         8,000人

            　 計              15,000人

◆テニスコート

  ・施工期間       平成元年度～平成3年度

　　　　　　　　　 （平成25年度人工芝化）

  ・敷地面積                　 23,800㎡

・砂入り人工芝コート            20面

・ＲＣスタンド                  2,000㎡

・芝スタンド                    1,600㎡

・収容人員                      5,000人

・ナイター照明                      6面

◆あいづ総合体育館

  ・施工期間        平成2年度～平成5年度

  ・構造         ＲＣ造地上３階・地下１階

  ・敷地面積                   8,108.70㎡ 

・建築面積                   4,919.57㎡

・延床面積                   8,854.09㎡

・メインアリーナ(ﾊﾞｽｹｯﾄｺｰﾄ 3面) 2,016㎡

・サブアリーナ(ﾊﾞｽｹｯﾄｺｰﾄ 1面)     750㎡

・柔道場                304.5㎡（128畳）

・剣道場                304.5㎡

・弓道場      　近的12人用     162.7㎡

  ・観客席        固定            1,048席 

                  移動            1,008席

◆あいづドーム

  ・施工期間        平成5年度～平成6年度

　　　　　　　　 　 （平成25年度人工芝化）　　

  ・構造                   ＲＣ造一部２階 

  ・建築面積                   2,998.99㎡

・延床面積                   3,034.88㎡

  ・屋根                       テフロン膜

・天井高                     9.5～21.8m 

・砂入り人工芝コート     2,873㎡(4面)

◆あいづ陸上競技場

  ・施工期間　平成19年度～平成24年度

　・供用開始　　　　　　　　　平成25年 4月

　・敷地面積                    30,082.69㎡

・建築面積 メインスタンド     1,307.99㎡

           競技場　　　　　　　  18.812㎡

  ・日本陸上連盟第 3種公認

 　　全天候型 400mトラック 8コース

  ・収容人員   メインスタンド　 　1,490 人

　　　　　　　 芝生スタンド　　　 5,800 人

◆多目的広場Ａ・Ｂグラウンド

  ・供用開始                  平成2年6月

  ・敷地面積             　　     21,160㎡

  ・野球場               2面（85m×151 m）
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◆多目的広場サッカー・ラグビー場

  ・供用開始                  平成2年9月

  ・敷地面積                　　 11,645㎡

  ・サッカー・ラグビー場 1面（70m×134 m）

◆ゲートボール場

  ・供用開始                  平成8年4月

  ・敷地面積                   2,569.40㎡

・ゲートボール場　　　　2面（25m×20 m）

◆利用状況                   （単位：人）

区  分 27年度 26年度 25年度

あいづ球場 32,945 25,746 25,013

テニスコート 56,307 49,174 27,147

あいづ総合体育館 127,261 127,508 118,437

あいづドーム 49,987 50,585 45,740

あいづ陸上競技場 86,364 77,053 88,853

Ａグラウンド 23,243 17,541 25,208

Ｂグラウンド 23,064 16,687 23,797

ｻｯｶｰ・ﾗｸﾞﾋﾞｰ場 16,910 12,881 20,331

 ゲートボール場 14,694 17,102 18,594

わんぱく広場 53,991 64,907 48,510

合  計 484,766 459,184 441,630

 

◆鶴ケ城体育館

  ・築造年月                  昭和48年 3月

・構造               鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造、鉄骨造 

  ・敷地面積                   21,297.46 ㎡

・建築面積                    3,589.97 ㎡

・延床面積                    5,319.37 ㎡

・アリーナ面積                1,548.59 ㎡

  ・2、3階固定席                  1,536 席

  ・収容人員                       4,000 人

◆第二球場

  ・築造年月                  昭和25年 5月

  ・敷地面積                 　　  9,700 ㎡

・建築面積  ダックアウト         56.60 ㎡

             記録室                 30 ㎡ 

・左右翼線　　　　　　　　　　　 86.50ｍ

・中堅線　　　　　　　　　　　　   100ｍ

◆会津水泳場

  ・築造年月                  昭和26年 7月

  ・敷地面積                    9,393.66 ㎡

・建築面積　管理棟ほか       1,112.67 ㎡

・日本水泳連盟公認50mプール     8コース

・飛び込みプール、25ｍプール、幼児プール

◆会津庭球場

  ・築造年月                  昭和27年 9月

  ・敷地面積                    7,985.92 ㎡

・クラブハウス                  129.20 ㎡

・クレーコート                      10面

◆武徳殿

  ・築造年月                   昭和9年7月

  ・敷地面積                         680 ㎡

・建築面積  武徳殿              387.55 ㎡

            管理棟              188.796㎡

・剣道場                             2面

◆弓道場

  ・築造年月                   大正 14年 4月

  ・敷地面積                          390 ㎡

・建築面積 (4人立ち)           110.0791㎡

◆相撲場

  ・築造年月                   昭和45年 8月

  ・敷地面積                        1,659 ㎡

・建築面積                           30 ㎡

◆利用状況                   （単位：人）

区  分 27年度 26年度 25年度

鶴ケ城体育館 82,392 85,816 81,271

第二球場 9,710 9,421 10,816

会津水泳場 23,927 22,864 21,319

会津庭球場 10,798 12,356 13,095

武徳殿 17,013 20,549 17,989

弓道場 7,931 8,523 6,194

相撲場 825 617 780

合  計 152,596 160,146 151,464

◆南・北グラウンド

・築造年月　　　　　　　　　昭和58年 1月

・敷地面積　　　　　　　　　　　　10,380㎡

・野球場（72m×144m） 　　　　　　　　2面
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◆第3グラウンド

・築造年月  　　　　　　　　 平成5年4月

・敷地面積　　　　　　　　　　　　　2,926㎡

・ソフトボール場（両翼60m）　　　　　 1面

◆サッカー・ラグビー場

  ・築造年月                   昭和58年 1月

  ・敷地面積                      　　4,050㎡

・グラウンド（50m×80m）               1面

◆多目的広場

  ・築造年月                   昭和58年 1月

  ・敷地面積                     　　11,495㎡

◆利用状況                   （単位：人）

区  分 27年度 26年度 25年度

南 グ ラ ウ ン ド 4,426 2,575 5,217

北 グ ラ ウ ン ド 5,547 4,274 6,556

第 3 グラウンド 4,803 2,945 6,322

ｻｯｶｰ･ﾗｸﾞﾋﾞｰ場 6,590 5,980 4,182

多 目 的 広 場 23,337 16,305 11,998

合  計 44,703 32,079 34,275

 

◆ソフトボール・野球場

  ・築造年月                 昭和59年 6月

  ・照明施設整備 （６基）   平成10年 3月

  ・敷地面積                   8,578.30㎡

・左翼82m、右翼83m

◆テニスコート

  ・築造年月 （クレーコート）昭和59年 6月

  （平成10年度人工芝化）　　

  ・敷地面積                   2,892.84㎡

・人工芝コート                      3面

◆利用状況                   （単位：人）

区  分 27年度 26年度 25年度

ソフトボール・野球場 12,346 11,833 10,528

テニスコート 10,501 11,143 12,623

合  計 22,847 22,976 23,151

◆多目的広場

  ・築造年月　　　　　　　　 平成15年 3月

  ・敷地面積                   　 　9,600㎡

◆利用状況                   （単位：人）

区  分 27年度 26年度 25年度

多目的広場 10,008 4,997 4,799

※18年度より許可施設（無料）

◆多目的広場・自由広場

  ・築造年月　　　　　　　　昭和57年 12月

  ・敷地面積               　　     46,403㎡

・野球場        　　　　　2面（両翼90ｍ）

・ソフトボール場　　　　　1面（両翼75ｍ）

・サッカー場　　　　　　　1面

◆利用状況          　        （単位：人）

区  分 27年度 26年度 25年度

多目的広場・自由広場 3,856 4,215 6,865

◆ふれあい体育館

  ・築造年月   　           昭和48年 11月

  ・建築面積                   1,519.34㎡

・床面積            　　　　 2,147.37㎡

・施設      メインアリーナ・サブアリーナ

　　　　　　練習室・シャワー室

◆ふれあいハウス

  ・築造年月   　           昭和48年 12月

  ・建築面積                 　  289.30㎡

・床面積            　　　　   436.66㎡

・施設  　　　　　    交流サロン・和室４

◆ふれあいテニスコート

  ・築造年月                      昭和48年

  ・敷地面積                    1,315.14㎡

・ハードコート                       2面

◆利用状況                   （単位：人）

区  分 27年度 26年度 25年度

ふれあい体育館 58,772 53,877 52,795

ふれあいハウス 11,183 10,137 10,035
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ふれあいﾃﾆｽｺｰﾄ 4,533 4,063 4,592

合  計 74,488 68,077 67,422

◆河東総合体育館

  ・築造年月   　           　　　平成6年

  ・建築面積                   3,620.25㎡

・床面積            　　　　 3,772.95㎡

・施設        アリーナ（39.6ｍ×33.0ｍ）

　　　　　    フィットネスルーム

　　　　　    トレーニングルーム・会議室

◆河東弓道場

  ・築造年月   　           　　　平成6年

  ・建築面積                   　256.40㎡

・床面積  　          　　　　 228.94㎡

・施設                      射場（6人立）

　　　　　　              控室（和室 6帖）

◆河東野球場

  ・築造年月                      昭和61年

  ・敷地面積                   28,330.00㎡

・野球場　              1面（両翼98.5ｍ）

◆河東テニスコート

  ・築造年月                       平成3年

  ・敷地面積                     2,240.0㎡

・クレイコート                       2面

◆利用状況                   （単位：人）

区  分 27年度 26年度 25年度

河東総合体育館 57,066 53,385 50,692

河東弓道場 1,943 1,884 1,074

河東野球場 3,500 4,282 4,024

河東テニスコート 327 258 429

合  計 62,836 59,809 56,219

◆屋内温水プール

  ・築造年月                 平成19年 3月

  ・建築面積            　　   1,492.25㎡

  ・床面積 　           　　   1,399.40㎡

・施設                     25ｍ×6コース

　　　　　　　　　　　　　 可動床

　　　　　　　　　　　　　 スロープ付

　　　　　　　　　　　　　 採暖室

　　　　　　　　　　　　　 更衣室

　　　　　　　　　　　　　 待合観覧席 

◆利用状況 　　　　 　　　  （単位：人）

区  分 27年度 26年度 25年度

屋内温水プール 55,132 49,952 50,005

◆大戸雨屋河川敷グラウンド

  ・築造年月                 昭和47年 6月

  ・敷地面積                  15,718.00㎡

・野球場                            2面

◆小松原多目的運動場

  ・築造年月                 昭和60年 3月

  ・敷地面積　　　　　　　　　13,112.00㎡
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　会津若松市公園緑地協会は、市民の心身の健全な

発展に寄与するため、都市緑化を進め都市公園事業

の発展振興を図ることを目的に、平成 5年 12 月 27

日に設立され、平成 6年 4月から会津総合運動公園、

平成 9年 4月から鶴ケ城公園内運動施設と大川緑地、

平成10年 4月から門田緑地の管理を会津若松市から

受託してきた。

　指定管理者制度の導入により、平成 18年 4月から

は、会津総合運動公園、鶴ケ城公園内運動施設、大

川緑地、門田緑地、大川南四合緑地、蟹川緑地、市

民ふれあいスポーツ広場、小松原多目的運動場を指

定管理者として管理している。管理にあたっては、

公園等施設内の美化に努め、快適な自然とのふれあ

い、生活の潤いの場を提供しながら、利用者への

サービス向上を図り、都市緑化意識の高揚と都市緑

化に関する知識の普及のために、園芸教室の開催等

の活動も実施してきたところである。平成 19年 4月

からは河東地区スポーツ施設、平成20年 4月からは

河東農村環境改善センター、平成25年 4月からはあ

いづ陸上競技場と、指定管理者としての受託管理施

設も徐々に増加している。

　また、組織の強化を図る上で、設立当初からの目

標であった法人格を、平成 22年 1月 26日に取得し、

平成22年 4月から一般財団法人会津若松市公園緑地

協会として、指定管理者の業務を行っている。

　管理している施設は、次のとおりである。

◎会津総合運動公園

（指定管理期間　平成18年 4月より）

　　あいづ球場、テニスコート、あいづ総合体

　育館、あいづドーム、あいづ陸上競技場、

　多目的広場（Ａ・Ｂ）、サッカー・ラグビー場、

　ゲートボール場、ローラースケート場、わんぱく

　広場、モニュメント広場、休憩広場、中央広場、

　プロムナード、駐車場、ふれあいの丘、いこいの

　原っぱ　　（あいづ陸上競技場はH25.4より）

◎鶴ケ城公園

（指定管理期間　平成18年 4月より）

　　鶴ケ城体育館、第二球場、会津水泳場、

  会津庭球場、武徳殿、弓道場、相撲場、

　多目的広場（旧陸上競技場）

◎大川緑地

（指定管理期間　平成18年 4月より）

　　南・北グラウンド、第3グラウンド、

　サッカー・ラグビー場、多目的広場、芝生広場

◎門田緑地

（指定管理期間　平成18年 4月より）

　　ソフトボール・野球場、テニスコート

◎大川南四合緑地

（指定管理期間　平成18年 4月より）

　　多目的広場、芝生広場

◎蟹川緑地

（指定管理期間　平成18年 4月より）

　　多目的広場Ａ・Ｂ・Ｃ、自由広場

◎市民ふれあいスポーツ広場

（指定管理期間　平成18年 4月より）

　　ふれあい体育館、ふれあいハウス、ふれあい

　テニスコート、ふれあい広場

◎小松原多目的運動場

（指定管理期間　平成18年 4月より）

　　多目的運動場

◎河東地区スポーツ施設

（指定管理期間　平成19年 4月より）

　　河東総合体育館、河東弓道場、河東野球場、

　河東テニスコート

◎河東農村環境改善センター

（指定管理期間　平成20年 4月より）

　　河東農村環境改善センター、ゲートボール場
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会津若松駅の東南に位置する当地区は、寺院、墓

地等が散在し、かつ城下町特有のくい違い道路や袋

小路が多く、自動車交通等に支障を来たしている状

態であった。

これらの解消と都市計画道路の築造及び宅地の高

度利用を図るため、昭和 37年調査、昭和 39年 3月

に総面積 35.2ha で都市計画決定し、昭和 57年 2月

に完了した。

◆実施状況

施     行     者 会津若松市

     区   域   決   定 S39. 3.27

     事   業   認   可 S40.10. 8

  地   区   面   積   (ha) 35.2

事  業  着  手  年  度 S40

換 地 処 分 （公告日） S57. 2.27

事 業 費

(千円)

基 本 事 業 費 3,867,960

管理者負担金 -

そ   の   他    83,075

計 3,951,035

㎡当たり事業費（円）    11,224

減 歩 率

(％)

平       均 20.57(12.17)

最       高 56.40

物件移転

(戸)

要移転戸数 439

移転済戸数 439

筆数(筆)
従      前 889

換      地 917

権 利 者

(人)

所 有 権 者 471

借 地 権 者  80

審議会

委員

(人)

所 有 権 者   7

借 地 権 者   1

学識経験者   2

清 算 金

   総  額   (円) 28,780,938

平均徴収額(円/件)     78,851

平均交付額(円/件)    129,643

 ※ ( )内は実質減歩率

　

　当地区は、市街地の北に隣接した地区で、工業施

設の立地を受け入れる地区として位置付けられてい

たが、昭和 54年度から昭和 56年度にかけて実施し

た調査（広域的条件調査、市街地環境評価や現況調

査）の結果、既成市街地に連担する位置関係から住

宅の進出が著しく、用途の混在化が顕著であること

が判明した。

このような状態のまま開発が進めば、さらに用途

の混在化に拍車がかかり、不良市街地となることが

予想されたことから、土地区画整理事業により宅地

需要に呼応した良好な環境の宅地を供給するととも

に、公共施設を一体的に整備し、土地利用の高度化

と用途の純化を促進させ、また、都市計画道路等の

整備を図り、会津若松市の交通ネットワークの整備

を早期に構築する必要が生じた。

このため、昭和57年に総面積107.3haで都市計画

決定を受け、昭和 63年 10月 19日に会津都市計画事

業扇町土地区画整理事業の認可を得て事業に着手し

た。

実施計画（公共団体区画整理補助事業）におい

て、施行期間を昭和 63年度から平成 15年度までと

して国に承認され、平成 2年度より本格的に事業に

着手した。

平成 4年度からは、本事業を特別会計として設置

し、事業促進と財源の明確化を図ることに努めた。

その後、事業計画については、平成 22年 2月 25日

に第 4回目の変更認可を受け、総事業費を 344億 33

百万円、施行期間を平成 35年度までとして事業を推

進している。

また、事業の進捗状況については、平成 4年の磐

越自動車道の開通に伴い、緊急課題であった国道 49

号の拡幅工事を完了させ、平成15年 3月には、本事

業の大きな目的の一つである(都)亀賀門田線、平成

18年 4月には（都）藤室鍛冶屋敷線、平成 19年 12 月

には(都)亀賀山見線、平成20年 10月には(都)亀賀

鶴ケ城線、平成 24年 11月には(都)白虎山見線にお

ける暫定区間解消が図られ全線開通した。

平成27年度末現在の事業進捗率は、建物移転が約

96％、都市計画道路の整備が 100％、区画道路の整

備が約 91％となっており、早期完成に向け着実な取

り組みが必要となっている。
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◆事業概要　　　　　　　　平成28年 3月 31日

施      行      者 会津若松市

区    域    決    定 S57. 6.15

事   業   認   可（公告日） S63.10.19

地   区   面   積   (ha) 107.3

事   業   着   手   年   度 S63

換  地  処  分  （ 公 告 日 ） H36.3予定

事 業 費

(千円)

基 本 事 業 費 16,591,000

管理者負担金 994,673

そ   の   他 16,847,327

計 34,433,000

㎡当たり事業費（円） 32,080

減歩率(％) 平       均 18.68

物件移転

(戸)

要移転戸数 528

移転済戸数 505

筆数(筆)
従      前 3,801

換      地 1,898

保留地等
保留地面積   (㎡) 66,174.0

保留地平均単価(円/㎡) 56,512

権 利 者

(人)

所 有 権 者 1,290

借 地 権 者 80

審議会

委員

(人)

所 有 権 者 8

借 地 権 者 1

学識経験者 3

都市計画道路（５路線 W=20-12m) 5,250.2ｍ

区 画 道 路 （ 12 ～ 4 ｍ ） 17,884.8ｍ

公 園
近 隣 公 園 1箇所

街 区 公 園 11箇所

 

　当地区は、中心市街地より西へ約 1.5kmという地

理的条件から、その周辺部とともに住宅団地が形成

され、スプロール化の傾向にある地域であったた

め、適正な土地利用計画に基づき、都市計画道路を

はじめとする公共施設の整備改善を行い、良好な住

環境の確保と魅力ある市街地の造成を図る目的で、

平成4年 6月 30日に約 7.7haの市街化区域編入、用

途地域の設定及び約 9.8ha の土地区画整理事業の都

市計画決定を行い、同年 9月 8日に事業認可がなさ

れ事業に着手し、平成26年度に事業を完了した。

◆事業概要

施  行  者 五月町土地区画整理組合

地 区 面 積 (ha) 9.72

施 行 期 間 平成4年度～平成26年度

総事業費(千円) 2,141,172

平均減歩率（％） 25.85

地区内人口 (人) 140

権 利 者 数 ( 人 ) 237

要移転戸数(戸)  30

主 要 都 市 施 設

(都)高瀬東山線

    (L＝164.8m W＝12～16m)

(都)達摩飯寺線

    (L＝366.9m W＝20m)

公共下水道  (A＝9.72ha)

当地区は、旧北会津村において区画整理組合によ

り施行されたが、当時の状況は、松林や雑木林の間

に畑や田が点在しており、また、公簿、公図と異な

る状態で権利が設定されていた。これらの解消と道

路、公園等といった公共施設を一体的に整備し、快

適な居住環境と工場団地を造成するため、昭和 56年

に北会津村真宮土地区画整理組合を結成し事業に着

手、昭和63年に事業を完了した。

◆ 実施状況

施  行  者 北会津村真宮土地区画整理組合

区域の公告日 昭和54年 4月 2日

組合設立認可日 昭和56年 8月 28日

地 区 面 積 (ha) 70.8

施 行 期 間 昭和56年度～昭和63年度

総事業費(千円) 2,025,659

平均減歩率(％) 26.95

権利者数(人) 91

要移転戸数(戸) 2
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本市の下水道事業は、雨水と汚水を分離して処理

する分流式を採用し、河川や湖沼などの公共用水域

の水質保全並びに住民への清潔で快適な環境づくり

を目的として、整備促進及び水洗化の普及向上を

図っている。

本市は、市街地周辺の地域開発が進むにつれ、都

市機能の立ち遅れが目立ち始め、生活環境の整備と

公共用水域の水質保全を図るため、まちづくりの根

幹事業である公共下水道の整備が必要となった。昭

和 47年度に基本計画を策定し、昭和 48年度より全

体計画区域2,030ha、事業認可区域510haとして事業

に着手した。以来、下水浄化工場の建設を始めと

し、汚水管きょの布設等の面的整備を進め、昭和 57

年 7月に供用を開始するに至った。

その後、平成 11年度末には事業認可区域の整備率

が約 71％に達したことから、更に事業の促進を図る

ため、平成 12年度に認可区域の拡大を図り、その対

象を 1,540ha から 1,830ha へ拡大し、その後平成 25

年度に雨水計画等との調整のため 15haを拡大し、認

可面積を 1,845ha とし、計画人口を 85,000 人から

81,300人に変更して、現在整備を進めている。

北会津北部処理区については、認可面積 123㏊、

計画人口3,050人として、平成21年度には面整備が

完了した。

また、河東処理区は、平成25年度において、河東

工業団地の編入や東長原地区の一部区域の拡大を行

い、認可区域を 167ha から 216ha へ、計画人口を

3,900 人から 4,100 人として現在も整備を進めてい

る。

◆計画の概要

（会津若松処理区）

区     分 全体計画 認可計画

計画処理面積  (ha) 2,329 1,845

計画処理人口  (人) 91,500 81,300

計画汚水量(㎥/日) 41,700 36,400

事業費    (百万円) 78,567 64,952

　※　平成25年度計画見直し後の数値

（北会津北部処理区）

区     分 全体計画 認可計画

計画処理面積  (ha) 123 123

計画処理人口  (人) 3,050 3,050

計画汚水量(㎥/日) 2,400 2,400

事業費    (百万円) 4,666 4,655

　※　平成26年度計画見直し後の数値

（河東処理区）

区     分 全体計画 認可計画

計画処理面積  (ha) 216 216

計画処理人口  (人) 4,100 4,100

計画汚水量(㎥/日) 2,760 2,100

事業費    (百万円) 6,671 6,178
　※　平成25年度計画見直し後の数値

◆下水道の整備状況

　（会津若松処理区）

区分 27年度 26年度 25年度

A 全体計画

  面積(ha)
2,329 2,329 2,329

B 事業認可

面積(ha)
1,845 1,845 1,845

C　整備済

面積(ha)
1,551.8 1,541.0 1,520.5

D

整

備

率

C/A(%) 66.6 66.2 65.3

C/B(%) 84.1 83.5 82.4

　（北会津北部処理区）

区分 27年度 26年度 25年度

A 全体計画

  面積(ha)
123 123 123

B 事業認可

面積(ha)
123 123 123

C　整備済

面積(ha)
123 123 123

D

整

備

率

C/A(%) 100.0 100.0 100.0

C/B(%) 100.0 100.0 100.0

　（河東処理区）

区分 27年度 26年度 25年度

A 全体計画

  面積(ha)
216 216 216

B 事業認可

面積(ha)
216 216 216

C　整備済

面積(ha)
158.0 155.4 150.0

D

整

備

率

C/A(%) 73.1 71.9 69.4

C/B(%) 73.1 71.9 69.4
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◆下水道の普及状況            (単位：人)

区分 27年度 26年度 25年度

A行政人口 121,802 122,764 123,823

B処理区域内人口 81,206 80,784 80,070

B/A（％） 66.7 65.8 64.7

◆下水道使用料

 ① 上水道の使用水量により算定する

 ② 地下水の使用及び上水道と地下水等を併用して

使用している場合は、市が認定した水量による

 ③ 使用料徴収は、平成11年度から水道部へ委託し

ている(地下水のみ使用の場合を除く)

 ④ 下水道使用料金表（平成 16年 4月 1日改正・税込）

汚水の

種 類

基 本

使用料

超過使用料（1月につき）

汚水量 1㎥につき

一般汚水
10㎥まで

1,404円

11㎥～ 20㎥ 140.40円

21㎥～ 30㎥ 183.60円

31㎥～ 50㎥ 232.20円

51㎥～100㎥ 275.40円

101㎥～200㎥ 307.80円

201㎥～500㎥ 345.60円

501㎥～ 356.40円

浴場汚水

温泉汚水

11㎥～ 61.56円

11㎥～ 61.56円

※平成16年 7月分より適用

◆下水処理施設

会津若松処理区の終末処理場である下水浄化工

場は、微生物に汚濁物を摂食させて浄化する標準

活性汚泥法を採用し、昭和 54年度に建設工事に着

手し、昭和 57 年 7 月には供用を開始した。その

後、処理区域の拡大及び水洗化率の向上に伴い、

流入量が増加し、設備の増設を図ってきた。

  ○ 敷地面積       7.3ha

  ○ 排除方式       分流式

  ○ 処理方式       標準活性汚泥法

  ○ 処理能力       29,120㎥／日（日最大）

  ○ 放流先         阿賀川（一級河川）

  ○ 汚泥処理方式   嫌気性消化、遠心脱水方式

　　北会津北部処理区については、北会津北部浄化

センターで下水を処理している。

　○ 敷地面積       約 1.3ha

　○ 排除方式       分流式

  ○ 処理方式       オキシデーションディッチ法

  ○ 処理能力       1,600㎥／日（日最大）

  ○ 放流先         宮川（一級河川）

　河東処理区については、河東浄化センターで下水

を処理している。

○ 敷地面積       約 1.8ha

  ○ 排除方式       分流式

  ○ 処理方式       嫌気・好気ろ床法

  ○ 処理能力       2,100㎥／日（日最大）

  ○ 放流先         溷川（一級河川）

◆下水道普及促進対策

下水道の普及促進対策としては、水洗化に伴う融資

あっせん、下水道協力員制度の導入、各種啓発活動、

私道の下水道整備を主体として実施している。

 ●水洗便所改造資金融資あっせん制度

下水道処理区域内において、既設便所等を水洗化

に改造するための工事を行う者に対し、市が改造工

事に要する資金の融資をあっせんし、水洗化の促進

を図っている。借り主は金融機関に対して連帯保証

人を要しない。

  ○ 貸付限度額    100万円(一般住宅)

              　   400万円(集合住宅)

  ○ 償還回数      80ヶ月以内

  ○ 貸付利息      全額市が負担

  ○ 貸付条件 （全ての項目に該当すること）

　 ① 個人を対象にし、新築工事を除く。   

   ② 原則として供用開始から 3年以内に行う工事

であること。※申請書に 3年以内に工事でき

なかった理由を記載することで利用可能。

　 ③ 便所及び台所・風呂等の雑排水を同時に接続

する工事であること。

   ④ 納期が到来した市税及び下水道事業受益者負

担金等を完納していること。

   ⑤ 市に対して、法定相続人または市内に居住し

市税を完納している連帯保証人が1名必要。

　 ⑥　暴力団員でないこと。

  ○融資状況      

区分 27年度 26年度 25年度

融資件数（件） 63 51 76

融資金額（千円） 43,790 47,870 58,010

● 下水道協力員制度の導入

 水洗化の普及促進を図るため下水道協力員制度

を導入し、現在 3名の協力員によって処理区域内

の未水洗化世帯を戸別訪問し、未水洗化の理由調

査と水洗化への実施について勧誘を進めている。
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  ● 各種啓発活動の実施

 ＦＭあいづによるＰＲをはじめ、市政だよりへ

の掲載、工事の説明会にあわせての水洗化への説

明及び9月 10日の「下水道の日」にあわせてのＰ

Ｒをしている。

今後さらに、各公認業者への積極的な勧誘の指

導、告示区域内の未水洗化世帯に対して文書によ

る啓発活動を実施する。

● 私道に対する下水道整備

  下水道処理区域内における下水道未整備私道に

ついては、会津若松市私道対策下水道工事施行要

綱に基づき施行している。

○条件    

    ① 建築基準法第 42条第 1項に規定する道路

（位置指定道路や開発道路等）であること。

または、道路の全域の地目が公衆用道路とし

て登記されていること

    ② 道路幅員が 1.5ｍ以上で、支障なく下水道工

事ができること

  ③ 一端が、下水道が整備済または整備中の道路

　　に接続していること

 ④ 公道に面していない家屋が 2戸（棟）以上で

あり、かつ、全戸が接続予定者であること

 ⑤ 工事の完成後、6ヶ月以内に下水道に接続す

ること

 ⑥ 私道の所有者が下水道の布設を承諾している

こと

河川等の水質汚濁の主な原因が、各家庭からの生

活排水にあることから、積極的な発生源対策を推進

するため、平成 5年度より浄化槽を設置する場合に

補助金を交付している。

◆ 補助の対象となる地域

公共下水道事業認可区域、農業集落排水事業の処

理区域、農業集落排水事業採択区域及び個別生活排

水事業の処理区域を除いた全市域を対象とする。

なお、平成 15年度に「生活排水対策重点地域」

の県知事指定を受けたことに伴い、下水道事業認可

区域内であっても、下水道の整備が概ね 7年以上見

込まれない区域についても対象となった。

◆補助対象の要件

① 10人槽以下の浄化槽

② 住宅及び店舗、事務所等で、日常的に居住又

は事業の用に供する建物

◆補助基数及び補助額（上限額）

　　改築で既存の単独処理浄化槽と汲取り便所を

　　廃止し浄化槽を設置する場合

　　（ただし、浄化槽を使用する建物が専用住宅

　　　もしくは併用住宅で延べ床面積の１/２以上

　　　が住宅用途であること）

 5人槽 352,000円

 7人槽 441,000円

10人槽 588,000円

　　新築住宅(建替含む)及び住宅以外の建物の場合

 5人槽 176,000円

 7人槽 220,000円

10人槽 294,000円

◆補助金交付状況

区分 27年度 26年度 25年度

基数(基) 25 26 43

市補助金(千円) 3,247 3,258 5,497

国補助金(千円) 589 2,157 3,052

県補助金(千円) 1,873 1,147 637

　

　農業用用排水の水質保全、農業用用排水施設の機

能維持または農村生活環境の改善を図り、併せて公

共用水域の水質保全に寄与するため、農業集落排水

事業を行っている。平成7年度から平成13年度にか

けて、農業集落におけるし尿、生活雑排水などの汚

水を処理する施設の整備を行い、もって生産性の高

い農業の実現と活力ある農村社会の形成に資するこ

とを目的として、次の3地区の整備を進めてきた。

・湊町赤井地区  供用開始     平成11年 4月

・湊町共和地区     〃        平成11年 4月

・高野町界沢地区   〃　　　  平成12年 4月

  また、北会津町においては、宮木・上米塚・下荒

井の 3 地区の整備が完了し既に供用を開始してお

り、北会津西部地区については、平成 19年 3月 31

日に一部供用を開始した。
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◆整備状況　　　　　　　　　（平成27年度）

区　分

処理区域

人口(人)

Ａ

処理区域内

人口(人)

Ｂ

整備率

(％)

Ｂ／Ａ

赤井地区   205  205 100

共和地区   455  455 100

界沢地区 　296  296 100

宮木地区 　161  161 100

上米塚地区 　232  232 100

下荒井地区 1,070  1,070 100

北会津西部地区 2,379  2,379 100

◆福島県猪苗代湖条例施行に伴う高度処理化

  共和地区浄化センターについては、放流水が、

水質汚濁防止法で燐（りん）の規制 (日間平均 8

㎎/ℓ)がある猪苗代湖に流入するため、燐（りん）

の除去能力が、放流水の燐（りん）含有量 3㎎/ℓ

以下と他の地区の浄化センターと比較すると高度

処理化されている。

  しかし、福島県猪苗代湖及び裏磐梯湖沼群の水

環境の保全に関する条例が平成 14年３月に公布さ

れ、平成 19年４月から燐（りん）が 1㎎/ℓ以下の

基準に上乗せ規制されたため、猪苗代湖流域であ

る赤井地区浄化センターを含めて、さらに高度処

理化を図り、燐（りん）1㎎/ℓ以下を達成させた。

　なお、窒素の横出し規制値 20㎎/ℓ以下の基準

は、両地区ともすでに達成されている。

◆普及状況

区　分

A

処理区域内

人口(人)

B 

水洗化

人口(人)

B/A

(％)

平

成

27

年

度

赤井   205   202 98.5

共和   455   422 92.7

界沢   296   277 93.6

宮木   161   142 88.2

上米塚   232   193 83.2

下荒井 1,070   651 60.8

北会津

西　部
2,379 1,103 46.4

合計 4,798 2,990 62.3

平

成

26

年

度

赤井   214   208 97.2

共和   472   431 91.3

界沢   311   289 92.9

宮木   168   149 88.7

上米塚   237   195 82.3

下荒井 1,090   652 59.8

北会津

西　部
2,336   963 41.2

合計 4,828 2,887 59.8

平

成

25

年

度

赤井   223   217 97.3

共和   483   438 90.7

界沢   322   291 90.4

宮木   177   158 89.3

上米塚   236   193 81.8

下荒井 1,112   661 59.4

北会津

西　部
2,379   841 35.4

合計 4,932 2,799 56.8

◆下水処理施設

　○赤井浄化センター
　　　敷地面積　　　1,342㎡
　　　処理方式　　　連続流入間欠ばっ気方式
　　　計画汚水量　　102㎥／日
　　　放流先　　　　赤井川→猪苗代湖
　○共和浄化センター
　　　敷地面積　　　2,000㎡
　　　処理方式　　　回分式活性汚泥方式
　　　計画汚水量　　243㎥／日
　　　放流先　　　　赤井川→猪苗代湖
　○界沢浄化センター
　　　敷地面積　　　1,020㎡
　　　処理方式　　　沈殿分離槽前置型接触ばっ気方式
　　　計画汚水量　　110㎥／日
　　　放流先　　　　湯川→阿賀川
　○宮木浄化センター
　　　敷地面積　　　1,000㎡
　　　処理方式　　　沈殿分離槽前置型接触ばっ気方式
　　　計画汚水量　　69㎥／日
　　　放流先　　　　宮川
　○上米塚浄化センター
　　　敷地面積　　　1,012㎡
　　　処理方式　　　連続流入間欠ばっ気方式
　　　計画汚水量　　114㎥／日
　　　放流先　　　　宮川
　○下荒井浄化センター
　　　敷地面積　　　2,899㎡
　　　処理方式　　　連続流入間欠ばっ気方式
　　　計画汚水量　　766㎥／日
　　　放流先　　　　宮川
　○北会津西部浄化センター
　　　敷地面積　　　2,999㎡
　　　処理方式　　　連続流入間欠ばっ気方式
　　　計画汚水量　　1,056㎥／日
　　　放流先　　　　宮川
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◆事業の概要と事業実施の背景

個別生活排水事業とは、市が浄化槽本体を各戸

に戸別に設置、維持管理し、使用者からは、公共

下水道や農業集落排水事業同様、汚水を排除した

量に応じた使用料を徴収する事業、すなわち生活

排水を個別処理する方式である。

市では、平成 13年度に下水道整備基本構想の見

直しを行い、従来、公共下水道全体計画区域、農業

集落排水事業整備計画区域または浄化槽設置整備事

業の対象としてきた区域のうち、環境省所管の特定

地域生活排水処理事業の対象となる区域（山村振興

法による振興山村の区域であって、公共下水道の全

体計画区域及び農業集落排水事業の処理区域を除い

た区域）を処理区域として、平成 14年度から個別

生活排水事業として事業を開始した。

さらに、平成 15 年 4 月 30 日に福島県知事より

「生活排水対策重点地域」の指定を受け、個別生

活排水事業の処理区域の拡大を行った。

これにより、公共下水道の全体計画区域及び農業

集落排水事業の処理区域以外の区域については、原

則、個別生活排水事業で整備をすることとなった。

◆事業の対象区域と事業内容

事業の対象となる区域は次の表のとおり。

東山地区 市街化区域以外の区域

大戸地区 市街化区域以外の区域

湊地区 農業集落排水事業の処理区域以外の区域

高野地区 農業集落排水事業の処理区域以外の区域

町北地区 市街化区域以外の区域

神指地区 市街化区域以外の区域

門田地区
市街化区域及び会津総合運動公園以外の

区域

一箕地区
市街化区域、会津若松市公設地方卸売市

場以外の区域

その他の

区   域

柳原町三丁目、柳原町四丁目及び花見ヶ

丘三丁目のうち市街化区域以外の区域

北会津

地　区
水季の里区域

河東地区
市街化区域とその周辺を含む公共下水道

事業計画以外の区域

北会津地区、河東地区を含む約 4,300世帯が対

象となる。県条例によって新たに窒素・リンの排

出規制がある猪苗代湖流域はもちろんのこと、そ

れ以外にあっても、すべてについて窒素除去型の

高度処理型浄化槽を設置する。

処理区域内において既に浄化槽が設置されてい

る場合にあっては、市への無償譲渡（寄付）を条

件として、市が維持管理する個別生活排水事業の

処理施設として位置付ける。

宅内排水設備工事の実施の際には、公共下水道

や農業集落排水事業同様、水洗便所改造資金融資

あっせん制度を活用できる。

◆個別処理への移行のメリット

従来から、個別処理である浄化槽については、

その維持管理が浄化槽管理者である個人まかせで

あったため、浄化槽管理者によっては、保守点

検、清掃または法定検査受検を怠るなどした結

果、浄化槽の機能が充分に発揮できないといった

デメリットもあった。しかし、この事業は市が浄

化槽管理者として総合して維持管理を行うため、

そのデメリットも克服されることになる。

集落単位で整備を進めれば、汚水の集合処理な

らぬ面的処理をすることになる。また、従来の集

合処理と比較すると、事業実施と同時に効果がす

ぐに現れること、「下流から整備の原則」がなく

必要なときに必要な場所で整備できることといっ

たメリットがある。

◆整備状況

区　分 27年度 26年度 25年度

設置基数(基) 42 38 48

累計 868 826 788
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  道路は、文化の一部として、また、商工業の担い

手として末端の生活道路から幹線道路に至るまで、

住民の生活基盤を構成する上で重要な役割を果たし

ている。特に高速交通時代の到来に対応する磐越自

動車道（いわき－新潟間）の四車線化は、本市のみ

ならず会津地域全体の開発と発展に重要な意義を

もっている。

本市の道路は、町の中心部で城下町特有の狭い道

路が多く、これに対処するために幹線道路の改良事

業と舗装整備 5カ年計画に基づく舗装新設、更には

砂利道の砂塵緩和を図るための砂塵防止事業などを

全体計画として積極的に推進している。

◆市内の道路状況

  ○路線数と実延長

区分 路線数 実延長(m)

国道 6　 　　54,738　 

県道 21　 127,115

市道 5,035

 　

　1,405,319

計 5,062 1,587,172

  ○路面別内訳

区分 舗装(m) 砂利道(m) 舗装率(％)

国道 54,738      － 100.0

県道 124,070 3,045 97.6

市道 949,479 455,840 67.6

計 1,128,287 458,885 71.1

  ※ 国、県道データは平成27年 4月 1日現在

◆市道の現況と整備状況

  ○路線数等　　　　(平成28年 4月 1日現在)

区分 路線数 実延長(m)
舗装

延長(m) 率(%)

幹線Ⅰ級 42 114,177 102,869 90.1

幹線Ⅱ級 46 88,558 82,930 93.6

3   級 3,061 796,099 687,035 86.3

4   級 1,886 406,485 76,645 18.9

計 5,035 1,405,319 949,479 67.6

　○橋りょう･トンネル等(平成28年 4月 1日現在)

区分 橋りょう トンネル 踏切 歩道延長

幹線Ⅰ級 65 6 60,781

幹線Ⅱ級 61 2 9 10,468

3   級 398 31 77,269

4   級 142 4

計 666 2 50 148,518

◆市道維持管理の保有車両状況

車種 台数

パトロール車  6

モーターグレーダー

モーターグレーダー

 5

タイヤドーザー 35

ダンプトラック  4

道路境界査定車  1

道路補修車  6

ロータリー車 14

ハンドロータリー 17

凍結防止剤散布  5

◆市道の認定基準

市道に認定する道路は、一般交通及び不特定多数

の用に供する道路並びに地域開発のため、特に必要

な道路並びに新設、改良を行う計画がある道路で、

法令その他特別の定めがあるものを除き、次に該当

するものである。

【幹線Ⅰ級】

    ① 都市計画決定された幹線道路

    ② 主要集落とこれと密接な関係にある主要集落

とを連絡する道路

    ③ 主要集落と主要交通流通施設、主要公益的施

設又は主要生産施設とを連絡する道路

    ④ 主要交通流通施設、主要公益的施設、主要生

産施設又は主要観光地相互間において密接な

関係を有するものを連絡する道路

    ⑤ 主要集落、主要交通流通施設、主要公益的施

設又は主要観光地と密接な関係にある国道、

県道または幹線Ⅰ級市町村道を連絡する道路
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【幹線Ⅱ級】

    ① 国道、県道又は幹線Ⅰ級市道に連絡する道路

    ② 集落を相互に連絡する道路

    ③ 集落と主要交通流通施設、主要公益的施設又

は主要な生産の場を結ぶ道路

 【3級市道】

    ① 幹線Ⅰ級、Ⅱ級市道以外の道路で、原則とし

て幅員 4.0メートル以上の公共的性格を有す

る道路

    ② 特例として市長が特に認めた道路

 【4級市道】

     幹線Ⅰ級、Ⅱ級及び3級市道以外の道路で、一

般の交通の用に供する道路

◆除雪

冬期間における交通網の確保と円滑化を図るた

め、官民一体となり、交通の確保に努めている。

 ○除雪状況

区分 27年度 26年度

26年度

25年度

除雪路線 2,923 2,882 2,848

除雪車

台  数

(台)

市有 77 76 77

委託 182 162 157

計 259 238 234

除雪延長(km) 827.2 820.28 812.89

 ○消融雪施設(消雪パイプ等)の布設状況

区

分

車道部

路線数

車道部

 延長(m)

歩道部

路線数

歩道部

延長(m)

国 4 10,234.9 3 10,109.3

県 7 10,360.3 2 802.0

市 12 5,350.8 3 1,785.8

計 23 25,946.0 8 12,697.1

 【流雪溝】

雪に強いまちづくりは、本市における最重要課題

の一つであるが、機械力による除雪だけでは自ずと

限界があることから、猪苗代湖を利用した戸ノ口堰

や湯川等の豊富な水資源、更に扇状地という本市の

地理的特性による東西の勾配等の条件を生かした流

雪溝により、歩行空間の確保に努めている。

　○流雪溝の現況　　　(平成28年 4月 1日現在)

整備箇所 区  分 延長(m) 利用組合数

宝町～追手町～新横町 路線1 2,722.7 8

花春町～栄町～日新町 路線2 2,080.0 10

天寧寺町～宮町～栄町 路線3 2,145.6 12

上町～栄町 路線4 225.1 1

宮町～徒之町 路線5 299.7 1

宮町 路線6･7･8 659.6 3

河東町八田野 北・南側 834.8 ―

合    計 8,967.5 35

◆交通安全施設

区画線表示、カーブミラー設置、防護柵設置等の

整備促進により、歩行者の安全を確保するととも

に、交通事故の減少を目指している。

 ○交通安全施設の設置状況

区分 27年度 26年度 25年度

歩  道  (km) 0.3 0.4 0.5

区画線  (km) 28.0 47.3

0.

64.7

防護柵  (km) 0.1 0.1 0.1

カーブミラー 9 8 21

21案 内 標 識 0 0 0

照  明  灯 0 0 0

無電柱化については、「安全で快適な通行空間の

確保」「都市景観の向上」「安定したライフライン

の実現」「情報通信ネットワークの信頼性向上」を

主たる目的として、昭和 61年から 4期にわたり計画

されており、現在においては平成 21年 4月 27日に

策定された「次期無電柱化推進計画」（平成 21年度

～平成25年度）に基づき、関係事業者の協力のもと

整備を進めているものであり、今後は、幹線道路だ

けでなく、歴史的町並みを保存すべき地区等におい

ては幹線道路以外の道路も含めて面的に無電柱化を

推進することとしている。

　整備内容は、架空電線類をケーブルボックスと管

路からなる電線共同溝に収容し、道路から電柱・電

線をなくすことにより無電柱化による都市景観の向

上に加え、防災対策（緊急輸送道路・避難路の確

保）、バリアフリー化等を推進し、良好な都市環

境・住環境の形成や歴史的街並みの保全を図るもの

である。

　本市においては「無電柱化推進計画」に基づき、

平成 17 年度から福島県により国道 118号（表町工

区）の整備に着手し、平成24年度に完了した。
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◆無電柱化整備路線

路線名 計画延長 整備済延長 事業主体

国道118号

(駅前)

L＝170m

両側歩道

L＝170m

両側歩道
福島県

国道118号

(中央通り)

L＝1,000m

両側歩道

L＝1,000m

両側歩道

会津若松市

～福島県

国道118号

(神明通り) 

L＝340m

両側歩道

L＝340m

両側歩道
福島県

国道118号

(神明通り南

～城堀り) 

L＝930m

両側歩道

L＝930m

両側歩道
福島県

国道118号

(国道 401 号

交差点付近) 

L＝300m

両側歩道

L＝300m

両側歩道
福島県

国道118号

（表町・大橋～

馬橋）

L＝460m

両側歩道

L＝460m

両側歩道
福島県

国道252号

(七日町駅～

国道 118号交

差点)

L＝900m

両側歩道
― 福島県

市道幹Ⅰ-7号

線(会津若松

駅中町線)

L＝1,470m

両側歩道

L＝ 470m

両側歩道
会津若松市

無電柱化された歩道は、通りの景観等に配慮さ

れ、また冬期間の歩行者の安全性と快適性を向上す

べく融雪装置を整備するとともに、「楽しくゆった

りと歩く道、歴史文化に触れる道」を基本に、レン

ガ舗装、街路灯等の路上施設も景観に配慮し整備し

ており、今後も本事業の早期完成を目指し、事業を

進めていくものである。

 

◆一級河川の現況  　 (平成28年 4月 1日現在)

河川名 上流端 下流端
延長

(ｍ)

阿賀川 大戸町大川 神指町高久 31,350

猪苗代湖  (22,124)

大清沢川 湊町原 原川への合流点 4,200

大土川 門田町御山 古川への合流点 470

金山川 一箕町金堀 溷川への合流点 6,500

旧湯川 緑町 高野町界沢 6,600

闇川 大戸町高川
阿賀川への合流

点
6,000

沢川 門田町面川
阿賀川への合流

点
2,900

溷川 一箕町亀賀 河東町代田 16,350

大工川 河東町金田 溷川への合流点 5,000

日橋川
猪苗代湖からの

流出点
河東町福島 18,600

原川 湊町原
猪苗代湖への流

入点
7,850

氷玉川 北会津町下野 藤川への合流点 1,070

藤川 北会津町西後庵 宮川への合流点 2,050

不動川 一箕町八幡 溷川への合流点 3,365

古川 門田町御山 湯川への合流点 3,300

宮川 北会津町大島 北会津町和泉 7,500

湯川 東山町湯川
阿賀川への合流

点
29,796

合計 17河川　1湖 175,025

 ※ ( )は総延長

◆ダム

 【大川ダム】

阿賀野川水系阿賀川の大戸町大字大川地内に阿

賀川総合開発事業の一環として建設された多目的

ダムである。

ダムは、洪水調節、洪水の正常な機能の維持、

かんがい用水・水道用水・工業用水の供給、揚水

式及びダム式発電の役割を担っている。

 【東山ダム】

阿賀野川水系湯川の東山町大字湯本地内に湯川

総合開発事業の一環として建設された多目的ダム

である。

ダムは洪水調節、下流既得取水の安定化と河川

環境の保全、上水道用水の供給及び管理用発電の

役割を担っている。

 【両ダムの概要及び建設の経過】

区分 大川ダム 東山ダム

形式
重力式ｺﾝｸﾘｰﾄﾀﾞ

ﾑ(ﾏｯﾄ式)

重力式ｺﾝｸﾘｰﾄﾀﾞ

ﾑ(ﾏｯﾄ式)

堤高 75.0m 70.0m

堤頂長 406.5m 275.0m

堤頂幅 　6.0m 　　4.0m

堤体積 　100万㎥ 　　26万㎥

集水面積 　825.6㎢ 　　40.5㎢

貯水池面積 　　1.9㎢ 　　0.58㎢

総貯水容量 5,750万㎥ 1,250万㎥
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河川・橋りょう・ダム



有効貯水容量 4,450万㎥ 1,150万㎥

予備調査 S41. 4～S46. 3 S43～S44

実施計画調査 S46. 4～S47 S45～S46

建設着手 S48. 4 S49. 8

湛水開始 S60.11 S57. 2

完成 S63. 3 S58. 3
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◆市営住宅の管理状況

本市の公営住宅等は、県営、市営併せて3,809戸

となっており、市営住宅と県営住宅は、およそ 2：

1の割合で供給されている。

また、住環境の改善や防災上の観点などから既存の

木造住宅団地を中心に建替事業を進めており、現在で

は耐火構造の住宅の割合が高くなってきている。

 今後も既存ストックにおける住環境の向上を図り、

安全で適切な環境を持った住宅の供給に努める。

◆市営住宅等管理戸数(平成28年 4月 1日現在)

 

県営住宅等 1,234 1,234 1,235

◆団地別管理戸数 (平成28年 4月 1日現在)

団 地 名 構    造 戸数 建設年度

徒之町団地 特別耐火二階建 16  S27

天寧寺町口団地 特別耐火二階建 8 S28

本町団地
簡易耐火平家建 59 S39・40

簡易耐火二階建 8 S47

黒川団地 簡易耐火平家建 46 S40・41

緑町団地
簡易耐火平家建 55 S43

耐火構造三階建 24 S56

新横町団地
木造平家建 4 S38

簡易耐火平家建 35 S38

片柳町団地 耐火構造四～五階建 72 H7～9

柳原団地
簡易耐火平家建  50 S41・42

簡易耐火二階建  12 S45

材木町団地 簡易耐火平家建  25 S42

城前団地

特別耐火二階建  24 S29

簡易耐火二階建  12 S56

簡易耐火平家建  6 S31

耐火構造二階建 28 H27

米代団地 耐火構造四階建 128 S62～H3

南花畑団地 耐火構造二～六階建 120 H10～16

厩町団地 耐火構造七階建 135 H4～6

住吉向団地
木造平家建  31 S35～37

簡易耐火平家建  49 S35・36

年貢町団地
簡易耐火平家建  65 S44・47

耐火構造四～五階建 170 S45～47

居合団地 耐火構造四～五階建 180 S48～50

城西団地
簡易耐火二階建   4 S53

耐火構造四～五階建 108 S51・52

錦町団地 耐火構造四階建 123 S53～55

藤室団地 耐火構造四階建  32 S58・59

小田垣団地 耐火構造四階建  64 S57～61

北川原丁団地 耐火構造四階建  96 S57～H3

松長団地 耐火構造四階建  32 S63・H2

高塚団地
簡易耐火平家建 30 S41・42

耐火構造三階建 12 H11

一揆塚団地 木造平家建 10 S43

葉山団地 耐火構造四階建 48 S56・H3

トドメキ団地 木造二階建 12 H5～10

市営住宅計  1,933

城前団地
簡易耐火二階建  36 S35

耐火構造三～四階建 450 S36～42

材木町団地 耐火構造四～五階建 144 S43～46

改良住宅計 630

片柳町団地 耐火構造四階建   8 H7

トドメキ団地 木造二階建 　 4 H8

特別市営住宅計 　 　 12

合   計  2,575

◆市営住宅空家募集申込状況

区  分 27年度 26年度 25年度

市

営

住

宅

募集戸数(戸) 66 67 78

応募者数(人) 327 387 380

倍  率 4.95 5.78 4.87
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 住　宅 住　宅
市営住宅

区  分 28年 27年 26年

木　造 61 61 61

簡易

耐火

平家建 420 426 426

二階建 72 106 106

耐火
二階建 88 60 60

中高層 1,934 1,934 1,934

総  数 2,575 2,587 2,587



改

良

住

宅

募集戸数(戸) 1 1 1

応募者数(人) 1 3 1

倍  率 1.0 3.0 1.0

合

計

募集戸数(戸) 67 68 79

応募者数(人) 328 390 381

倍  率 4.9 5.74 4.82

◆入居申込者の選考

〇入居申込時期

空家住宅 　5月、8月、11月、2月（年4回）

    ※ 空家住宅で申込みのない住宅については、抽

選日の翌日から次回の空家公募の 10日前ま

で入居者の募集を実施

〇選考方法    公開抽選による

◆市営住宅の家賃

市営住宅の家賃は、毎年度、入居者世帯の収入、

住宅の規模及び経過年数等に応じて算定。

◆事業の目的

　 現在本市の高齢化率は 25％を超え、「高齢社

会」に入っている状況にあり、世帯分離の進行など

から高齢者世帯が増加している。また、元来借家居

住が多い本市においては、借家世帯の高齢化も進ん

でいる状況にある。

 このような中で、賃貸住宅市場においては公営

住宅で高齢者向けの住宅の供給が行われてはいるも

のの、民間賃貸住宅では高齢者が円滑に入居できる

制度が整備されてはいるが、高齢者向けの住宅の供

給は少ない状況にある。

　今後も、高齢者の増加と世帯分離の進行が予想

され、高齢者の賃貸住宅需要は高まると予想される

ことから、将来に向け高齢者向けの賃貸住宅ストッ

クを確保し、高齢者の居住の安定を図るため当該事

業に取り組んでいく。

◆事業の概要

　平成 13年 4月に制定された「高齢者の居住の安

定確保に関する法律」に基づく「高齢者向け優良

賃貸住宅制度」を活用し、民間事業者が行う一定

基準を満たした高齢者向けの賃貸住宅の供給に際

し、本市がその建設費の一部、さらには入居者の

家賃の一部を補助するものである。

◆現在実施している支援の内容

  ●家賃減額補助

○補助対象者

　　・一定基準の収入の入居者

○補助の対象

・契約家賃と入居者負担額（国が定める基準額）

の差額

◆供給住宅

　○名称 プラセール日新(平成16年度建設費補助）

　○事業主　㈱一矢建設

　○戸　数　15戸（家賃補助対象）

　　・住戸タイプ　約 30㎡　･･･10戸

　　　　　　　　　約 40㎡　･･･ 5戸
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高齢者向け優良賃貸住宅供給促進事業
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　本市は、４世紀後半のものといわれる東北で最

大規模の古墳を有し、更に畿内に比べても遜色の

ない仏教文化が隆盛を極めるなど、高水準の文化

ゾーンであったことでも知られている。特に藩校

日新館や稽古堂などの史跡に見られるように、藩

政時代の精神も継承され、次代を担う有能な人材

育成と豊かな人間形成を目指した教育が社会、地

域ぐるみで実践されている。これは、戊辰戦争後

の荒廃の中で、浄財による私立中学校が創設され

るなど、先人の遺徳に負うところが大きく、教育

に傾ける情熱と期待は相当のものがある。

　近年において、地方教育行政の組織及び運営に

関する法律の改正がなされ、新教育委員会制度が

スタートするなど、教育制度は大きな変革の時代

を迎えたが、本市は、先人が築いてきた会津を誇

りとした、ぶれることのない教育行政を推進する

ものである。

会津若松市教育委員会は、「新生会津　未来創造」

（第6次会津若松市長期総合計画）に掲げられた

～豊かな心と個性を育むまち～の実現をめざして、

「平成28年度会津若松市教育行政推進プラン」＜憧

れ～学び～誇り＞を策定し、重点施策を次のとおり

設定する。

1 誰もが生涯にわたり学習できるまちをつくる

(1)生涯学習活動を支援・促進する

(2)学ぶ場を整備する

2 豊かな心と確かな学力を身につけた子どもを

育むまちをつくる

(1)教育環境を充実する

(2)特色ある学校づくりを推進する

(3)思いやりの心を持った青少年を育成する

3 スポーツ・レクリエーションが盛んなまちを

つくる

(1)スポーツ・レクリエーションを振興する

4 歴史・文化を守り育てるまちをつくる

(1)歴史・文化を継承し文化活動を振興する

　

憧れは、教育の原点であり、

学びは、夢を実現させるためのものです。

誇りを胸にいきいきと輝く人づくり

　　これが会津若松市の教育です。

 

◆平成28年度教育費当初予算額

一般会計と教育費の推移　　    （決算額）

区分
一般会計

(千円)

教育費

(千円)

構成比

(％)

28年度 46,857,000 4,585,237 9.8%

27年度 48,977,000 5,614,978 11.5

26年度 45,945,000 4,452,687 9.7

25年度 44,014,000 3,937,458 8.9

24年度 43,770,000 3,896,607 8.9

23年度 43,743,000 3,696,543 8.5

22年度 44,508,000 5,332,815 12.0

21年度 43,065,000 4,903,936 11.4

20年度 42,774,000 5,283,091 12.4

19年度 42,272,000 4,623,189 10.9

18年度 43,472,000 6,426,496 14.8

※ 教育費のうち平成26年度からは幼稚園費を

　 含まず。
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 教育行財政 教育行財政

平成28年度重点施策

(単位：千円)

教育財政

教育総務費
459,391
10.0%

小学校費
1,285,300
28.0%

中学校費
1,549,831
33.8%

社会教育費
674,190
14.7%

文化費
475,458
10.4%

保健体育費
141,067
3.1%

合　計

4,585,237千円

（100%）



　学習指導要領のねらいの実現に向け、児童生徒一人

ひとりに応じたきめ細かな指導や体験的・問題解決的

な活動の充実などを通して、基礎的・基本的な知識は

もとより、学ぶ意欲、判断力、表現力までを含めた

「確かな学力」の育成や豊かな人間性を育み「心の教

育」の充実をねらいとした取り組みに努める。

　さらに、経済・社会のグローバル化が進展する中、

国際理解教育の充実や「英語」によるコミュニケー

ション能力の育成、IT化の進展による情報活用能力

の育成や、障がいのある子どもの自立・社会参加に

向けた特別支援教育の充実、不登校児童生徒の学校

復帰をサポートする学習支援・相談業務、更には食

育の推進などの取り組みに努める。

　また、「幼児教育振興プログラム」に示した幼

児教育の基本的な方向性に基づき、全市的な幼児

教育の振興を図る。
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 学 校 教 育 学 校 教 育

小中学校等の概要

区 分 開校年月 プール

鶴城小 286 15 27 5,951 1,385 16,315 建替中

城北小 486 19 28 5,884 907 21,322

行仁小 341 15 22 3,826 773 11,983

城西小 567 23 32 5,517 1,219 14,063

謹教小 415 16 25 5,937 1,200 17,640

日新小 345 14 24 5,609 1,241 18,091

湊  小 66 6 12 3,096 911 27,657

一箕小 718 27 38 6,602 1,182 16,508

松長小 340 13 23 5,434 1,092 22,978

永和小 105 6 12 3,316 485 13,155

神指小 110 6 14 3,311 973 20,836

門田小 450 16 25 7,104 1,362 23,357

城南小 450 17 27 4,969 1,092 21,288

大戸小 66 7 12 3,266 880 21,438

東山小 315 14 22 3,840 873 21,420

小金井小 660 23 32 6,156 1,183 17,414

荒舘小 283 13 18 4,332 1,033 22,745

137 7 12 2,470 738 18,334

427 18 26 9,796 1,190 33,402

6,567 275 431 96,416 19,719 379,946

◆ 小学校　　　　　　　　　　                                            (平成28年4月1日現在)
児童数（人) 学級数 教職員数 校舎面積(㎡) 屋体面積(㎡) 校地面積(㎡)

明治 6年1月

明治39年4月 25m×10m＝250㎡

明治 6年3月 25m×10m＝250㎡

明治 6年4月 25m×13m＝325㎡

明治 6年   25m×13m＝325㎡

昭和28年4月 25m×13m＝325㎡

平成11年4月 25m×13m＝325㎡

明治 6年5月 25m×13m＝325㎡

平成 2年4月 25m×13m＝325㎡

明治 6年5月 25m×10m＝250㎡

 明治 6年    25m×13m＝325㎡

明治 6年4月 25m×13m＝325㎡

平成元年4月 25m×13m＝325㎡

明治 6年4月 25m×13m＝325㎡

明治 6年4月 25m×13m＝325㎡

平成15年4月 25m×13m＝325㎡

明治6年 5月 25m×13m＝325㎡

 川南小 明治5年11月 25m×10m＝250㎡

河東学園小 平成19年4月

計19校

区分 開校年月 プール

第一中 535 22 40 5,713 1,316 24,763

第二中 347 13 28 7,489 1,424 26,944

第三中 451 16 30 6,101 1,318 21,526

第四中 643 21 42 6,197 1,230 34,856

第五中 475 16 33 5,515 1,154 24,488

第六中 144 6 16 2,674 968 23,961

湊  中 47 4 12 1,902 884 21,424

一箕中 477 16 32 5,881 1,029 22,927

大戸中 34 4 12 2,109 900 18,085

北会津中 249 9 20 4,903 1,341 35,056

河東中 240 10 20 4,119 1,163 21,937

3,642 137 285 52,603 12,727 275,967

※教職員数：県への報告数に給食センター職員及び市職員を含む

◆ 中学校　　　　　　　　　　　　                                         (平成28年4月1日現在)
生徒数（人 ) 学級数 教職員数 校舎面積(㎡) 屋体面積(㎡) 校地面積(㎡)

昭和22年5月 25m×13m＝325㎡

昭和22年4月 25m×13m＝325㎡

昭和22年5月 25m×13m＝325㎡

昭和22年5月 25m×13m＝325㎡

昭和22年4月 25m×13m＝325㎡

昭和53年4月 25m×13m＝325㎡

昭和22年3月 25m×13m＝325㎡

昭和22年4月 25m×13m＝325㎡

昭和22年4月 25m×13m＝325㎡

昭和40年4月 25m×13m＝325㎡

昭和47年4月 25m×12m＝300㎡

計11校
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区分 開校年月 プール

荒　舘 30 2 4 603 - 2,282

川　南 〃 32 2 4 408 - 2,273

河　三 〃 31 2 4 479 - 1,423

93 6 12 1,490 - 5,978

◆ 幼稚園   　                                               (平成27年4月1日現在)
園児数（人 ) 学級数 教職員数 校舎面積(㎡) 屋体面積(㎡) 校地面積(㎡)

昭和52年4月1日 10m×6m＝60㎡

10m×6m＝60㎡

計3園



◆校舎・屋体非木造率　　

区    分 小学校 中学校 幼稚園

校

舎

非木造
面積(㎡) 96,214 52,348 1,435

比率(％) 99.79% 99.52% 96.31

木 造
面積(㎡) 202 255 55

比率(％) 0.21% 0.48% 3.69

計
面積(㎡) 96,416 52,603 1,490

比率(％) 100% 100% 100.00

屋

体

非木造
面積(㎡) 19,719 12,727 -

比率(％) 100% 100% -

木 造
面積(㎡) 0 0 -

比率(％) 0 0 -

計
面積(㎡) 19,719 12,727 -

比率(％) 100% 100% -

◆小中学校教育研究
  ・本市教育の向上をめざす教育活動として児童作

品集の制作等、実践的研究を行う

　（幼稚園小中学校教育研究会）

 

◆給食費　　　　　　　　

区分
１食平均

単価

年間徴収

金額

実施形態

(1 週当たり回数)

米飯 パン 麺

小学校 283円 52,355円 3.5 0.5 1

中学校 330円 59,400円 3.5 0.5 1

幼稚園 258円 41,280円 3.5 0.5 1

※ 年間徴収金額は 1年間の給食実施回数が幼稚園

160回、小学校185回、中学校180回とした場合

　　の金額

◆学校給食施設　　（平成28年５月１日現在）

区  分 委託 食数 年間回数

城北小学校 ○ 461 188

行仁小学校 ○ 339 185

城西小学校 ○ 584 185

謹教小学校 ○ 374 182

日新小学校 351 187

一箕小学校 ○ 757 184

松長小学校 332 184

神指小学校 108 188

城南小学校 ○ 451 184

東山小学校 ○ 360 181

湊地区学校

給食センター

湊  小
○

69 184

湊  中 54 176

門田地区学校

給食センター

門田小
○

462 188

第五中 479 171

永和地区学校

給食センター

永和小
○

122 190

第六中 139 176

大戸地区学校

給食センター

大戸小
○

66 189

大戸中 42 163

小金井地区学

校給食センタ-

小金井小
○

655 186

第四中 638 168

北会津 地区

学 校 給 食 セ

ンター

荒舘小

○

267 187

川南小 147 186

北会津中 249 183

河東 地区学

校 給 食 セ ン

ター

河東三幼

○

22 168

河東学園小 423 179

河東中 239 172

会津若松学

校給食セン

ター

鶴城小

○

298 187

第一中 554 175

第二中 339 172

第三中 418 166

一箕中 488 174

計 15 10,287

１）委託は調理・洗浄業務の委託

２）食数は児童生徒数、教職員数等の合計

３）年間回数は給食回数の最も多い学年の回数
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教育研究委託事業等

学校給食



 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:人)

区分 27年度 26年度 25年度

進学者

男 592 591 636

女 599 609 587

計 1,191 1,200 1,223

就職者

男 6 4 3

女 0 2 2

計 6 6 5

専修学校等

入学者

男 4 0 3

女 4 11 2

計 8 11 5

無職者

その他

男 5 5 3

女 1 7 2

計 6 12 5

卒業者

男 607 600 645

女 604 629 593

計 1,211 1,229 1,238

進学率(％) 98.3 97.6 98.8

※ 進学率は、進学者÷卒業者

学校教育活動全体を通して保健安全教育活動を展

開し、疾病の予防や健康の増進さらには児童、生徒

の交通事故防止に努める。

◆日本スポーツ振興センター加入及び給付状況
　　　　　　　　　　　(平成28年３月31日現在)

区  分 小学校 中学校 計

在 籍 (人) 6,420 3,506 9,926

加入者(人) 6,420 3,506 9,926

加入率(％) 100％ 100％ 100％

災害件数(件) 318 182 500

災害率(％) 4.9％ 5.1％ 5.0％

給付金(円) 983,729 887,139 1,870,868

※ 在籍、加入者は平成27年５月１日付の学校基本調査数

※ 災害件数、給付金は平成 27年４月１日から 28年３月

31日までの件数及び金額
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学校保健・安全教育

中学校卒業者の進路状況



　近年は、市民の高学歴化や価値観の多様化が進

み、個々のライフスタイルが大きく変化している。

また、自由時間の増大の中で生涯学習活動に取り

組む方が増えてきている。

　本市はこうした市民の生涯学習活動を支援し、

様々な学習に関する情報の収集・整理及びその発

信・提供に努め、誰もが自由にいきいきと学べる

生涯学習社会の実現に取り組んでいる。

　また、本市は会津藩校日新館創設以来「人づく

りこそまちづくりの礎」と考え、子どもたちの教

育に力を入れてきた歴史と伝統がある。社会の規

範意識の低下や子どもたちの健全な育成が大きな

社会問題となっているが、本市では、平成 13年度

にこの伝統を踏まえた「青少年の心を育てる市民

行動プラン“あいづっこ宣言”」を策定し、市民

総参加でこれを実践し、青少年の健全育成を進め

ている。

⑴　生涯学習活動を支援・促進する

　①学習活動の充実と支援・促進

○市民の生涯学習活動の活性化を図るため、

「稽古堂市民講座」などの主催事業を充実する

とともに、学習成果を地域に還元できるような

機会提供に努める。また、「會津稽古堂まつ

り」などとともに、図書館を活用した新たな成

果発表の機会にも取り組む。

○多様化する市民の学習ニーズに的確に対応す

るため、生涯学習に対する相談や支援に取り組

むとともに、様々な学習に関する情報の収集・

整理及びその発信・提供に努める。また、図書

資料の充実やＩＣＴの活用など、情報の活用に

ついても充実を図る。

　②公民館活動の充実

○地域の学習ニ－ズや必要課題の把握に努める

とともに、地域の特性を生かした住民主導の事

業展開のため、事業企画等への住民参加・参画

の機会拡大を図る。

○會津稽古堂や他の公民館との連携事業を展開

する等、多様な学習機会を提供する。

○各公民館は、地域のまちづくり・人づくりの

中心となり、地域住民の交流を図るとともに、

地域で活動する団体への支援や学習情報を収

集・提供し、学習の普及・向上など、地域密着

型の活動に努める。

 ③図書館事業の充実

○図書資料等の充実を図るとともに、会津図書

館が持つ様々なサ－ビスの広報に努め、利用者

へのサービスの向上を図る。

○地域全体で子どもの読書活動の推進を図るた

め「第二次子ども読書活動推進計画」の策定に

取り組む。

○移動図書館（あいづね号）の利用拡大及び

サービスの充実を図るとともに、円滑な運行に

努める。

○言語の力を使って、子どもたちの思考力・判

断力・表現力を育む「子どものことばの力・ま

なびの力育成事業」を推進する。

⑵　学ぶ場を整備する

　   高度化、多様化する市民の学習活動に応えるた

   め、生涯学習総合センター（會津稽古堂）をはじ

   めとした社会教育施設を適切に管理し、利用者の

   意見を可能な限り取り入れることで、より良い学

   習の場を提供していく。

⑶　思いやりの心をもった青少年を育成する

　思いやりの心を持ち、心身ともにたくまし

く主体的に行動できる資質や能力を身につ

けた、心豊かな青少年の育成を図るため、

家庭、学校、地域、関係機関等がそれぞれの

役割に応じ、協働、連携しながら、青少年の

健全育成を図る。　

　特に、改正教育基本法に家庭教育が位置づ

けられたことを踏まえ、家庭の教育力向上に

向けた事業の展開を図る。

【社会教育施設】

    生涯学習総合センター（中央公民館・会津図書

館を含む）、地区公民館（北、南、大戸、一箕、

東、湊、北会津、河東、神指分館）、少年の家、

子どもの森

【社会体育施設】

    体育館（あいづ総合、鶴ヶ城、ふれあい体育

館、河東総合、各学校）、グラウンド（陸上競技

場、各学校、河川敷）、その他（会津総合運動公

園内各施設、鶴ヶ城公園内各施設、冒険の森、小

松原運動場、河東弓道場、河東野球場、河東テニ

スコート、コミュニティプール等）

【文化教養施設】

    會津風雅堂、文化センター、会津能楽堂、史跡
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 生涯学習・青少年健全育成 生涯学習・青少年健全育成

重点施策の概要

生涯学習関連施設及び関係団体



若松城及び茶室「麟閣」、町方伝承館

【その他】

    コミュニティー施設（行仁、日新、城北、城

西、松長、真宮、鶴城、城南、謹教）、勤労青少

年ホーム、基幹集落センター

◆社会教育関係団体

 区      分 団体数

青少年

団体

地区子ども会 277

スポーツ少年団 66

レクリエーション関係 1

成人団体

公民館登録団体 454

小・中学校父母と教師の会 32

ユネスコ関係 1

 各種体育・レクリエーション関係

（市体育協会加盟団体）
52

 各種芸術・文化関係

（文連協加盟団体）
60

◆生涯学習推進のための施策

 ●生涯学習推進事業

 ●ｺﾐｭﾆﾃｨ活性化のための ICT生涯学習推進事業

 ●各地区公民館事業

 ●生涯学習情報提供事業

 ●子どものことばの力・まなびの力育成事業

 ●第二次子ども読書活動推進計画策定事業

◆学ぶ場の整備のための施策

 ●生涯学習総合センター管理運営事業

 ●各地区公民館管理運営事業

 ●子どもの森維持管理事業

 

◆青少年健全育成のための施策

  ●「青少年の心を育てる市民行動プラン“あい

   づっこ宣言”」の推進

  ●青少年健全育成事業

◆少年の家

・所在地     　城東町 15-62

・建築延面積 　221.93㎡

・竣工     　  昭和 35年 5 月(平成元年 11月改装)

・主な施設  　 和室、ホール、炊事場

◆会津若松市青少年育成市民会議

広く市民の総意を結集し、国、県及び市の施策

と呼応して青少年の健全な育成を図る。

● 事業

  ・「青少年の心を育てる市民行動プラン“あい

づっこ宣言”」推進活動

・青少年の健全育成を図るための市民運動の推進

活動

・青少年がその誇りと責任についての自覚を高め

るための諸活動

・健全な青少年活動を助長奨励するための諸活動

・社会環境の浄化と青少年健全育成のための広報

啓発活動

・家庭教育の充実を図るための活動

・青少年の非行及び事故防止のための諸活動

・春季における青少年健全育成推進運動（3月、4

月）の実施

・青少年健全育成県民総ぐるみ運動（7月、8月）

の実施

・子ども・若者育成支援強調月間（11月）の活動

◆会津若松市少年センター

少年の非行防止という目的を達成するため、非行

防止等に関係のある機関、団体や民間有志者の協力

のもとに、少年の非行防止活動をより効果的に実践

するための活動拠点。

 ●事業

＜街頭補導活動＞

　・中央補導

　・地区補導

　・愛のパトロール（全市一斉補導）

　・列車補導

　・湖岸パトロール

　・あいづっこ青色パトロール等

　

＜相談活動＞

　・電話相談業務

＜環境浄化活動＞

　・愛のパトロール（全市一斉補導）（再掲）

　・湖岸パトロール（再掲）

  ・あいづっこ青色パトロール（再掲）

　・社会環境実態調査等
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-274-

会津若松市少年センター

少年センター運営協議会

少年センター運営幹事会

少年センター所長

補導員

（170名以内 )



　

◆生涯学習総合センター

 ・所在地     　栄町3-50

 ・施設延面積 　9,365㎡ 

 ・竣工     　  平成23年 1月

 ・主な施設   　 多目的ホール、市民ギャラリー

　　 　　　 　  音楽スタジオ、健康スタジオ

                クッキングスタジオ

                美術工芸スタジオ

               研修室７室、和室、茶室

 　　　　　　　 会津図書館

◆子どもの森

  自然観察や体験学習ができる施設である。

 ・所在地    　 門田町大字黒岩字花見ヶ丘421-1

 ・施設延面積　 101,384㎡

 ・開設       　昭和53年 11月

・主な施設     炊事場、トイレ

◆主催事業（平成28年度）

【教養コース　青少年】

  ○図書館を使った調べる学習講座（7～8月）

　　「会津図書館を使った調べる学習コンクール」

の応募に向けて、本を使った調べ方やまとめ方を

具体的に指導・支援する。 

　○放課後子ども教室「あいづっ子クラブ」

　　（6～12月）

　　　放課後に公民館を開放して子供が自由に安心 

     して過ごせる場を提供し、地域の子供を地域住

     民が地域全体で子育てを支援することにより、

     子供の健全育成を図る。

　○ダンス教室（7～9月）

　　　小学生を対象にリズムに乗って踊ったり、み

　　んなで踊る楽しみを学ぶとともに、ダンスを通

　　じて表現力や社会性などを身につける。

  ○バンドクリニック講座（12月）

　　　音楽スタジオにある楽器・機材の正しい使い

    方を身につけ、音楽テクニックの向上を目指す。

【教養コース　家庭教育】 

　○絵本のレシピにチャレンジ（10月）

　　　絵本を楽しみながら元気に食べるという

　　「食」と「本」を結ぶ体験を通して絵本への興

　　味を促すとともに食育に関する情報を提供する。

　○子どもの森活用事業

　　森のクラフト活動（5月）

　　　クラフト活動や丸太でいすを作ったり、親子

　　で自然を体験する。　　

　○親子で学ぶメディアリテラシ－（7～8月）

　　　情報機器の基礎となる初歩的なプログラミン

　　グを学習し、情報を扱ううえで必要不可欠なク

　　リティカルシンキングを身につけるきっかけづ

　　くりをする。あわせて、情報の選択方法やコン

　　ピュータウイルスタウイルスの仕組みを学習し、

　　メディアリテラシーや情報機器との付き合い方

　　を学ぶ。

　○はじめての茶道体験教室（2月）

　　　小学生を対象に日本の伝統文化である茶道に

触れながら、作法を通して、日常生活にも活用

できる礼儀やマナ－を学ぶ。

　○家庭教育講座（10～1月）

　    就学時健康診断の保護者の待機時間を活用　

　　し、親の心構えや子どものしつけ等に関する講

　　座を実施し、家庭教育の充実を図る。

　○ＰＴＡ研修会（6～10月）

　生涯学習の視点に立ち、地域の教育力を高め

るためのＰＴＡ活動や子どもたちの健全な成長

について学習する。

　また、研修をとおして各ＰＴＡ間の交流を図

り、新しいネットワーク作りを進める。

【教養コース　成人】

　○タブレット活用講座「はじめてのタブレット」

　　（10～12月）

　タブレット型端末が普及しているが、まだ未

利用者も多いため、タブレット初心者を対象に

ＩＣＴを身近に感じるきっかけづくりとする。

　○メディア活用塾（11月）

　　　メディアの特性・違いを理解・活用すること

　　で、自ら求める情報を探し、一つの事象を多面

　　的に観ることの重要性を学ぶ。

　○はじめての古文書（6月）

　　　初めて古文書に触れる方を対象に、古文書に

　　親しんでいただくとともに、古文書への興味・

　　関心を喚起する。  

  ○古文書講座　初級編（7～9月）

　　　古文書読解の基礎から初級レベルの方法を学

　　ぶことにより、古文書への造詣を深め、古文書

　　解読の後継者を養成する。
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生涯学習総合センター【會津稽古堂】

（中央公民館・会津図書館）



  ○地域デビュー講座（9～10月）

自主的に何らかの活動に参加し、楽しみなが

ら活動していくための初めの一歩を「地域デ

ビュー」ととらえ、長年培ってきた知識・経

験・技能を活かしながら活動することにより、

「生きがいつくり」「仲間づくり」「健康維

持」をめざす。

　○公民館連携事業　めぐり会津若松（健康寿命　

　　編）（12月）

　　　各公民館を統一したテ－マで巡り、連携する

　　ことにより、新たな出会い・交流に繋げる。

　　　稽古堂では、さまざまな病気の予防になると

　　注目されている「笑い」を医学で解き明かす健

　　康講座を実施する。

【専門コース】

○漆蒔絵教室（5～12月）

本市の伝統工芸のひとつである漆・蒔絵を理

論的・実践的に学ぶことにより、伝統産業への

理解を深め、伝統の技の継承を図る。

  ○立正大学デリバリーカレッジ（6月）

立正大学のデリバリーカレッジ制度を利用

し、様々なテーマにおける学習機会を提供する。

　○読み聞かせ講座（8～9月）

　　　読み聞かせの大切さや楽しみ方及び、読み聞か

　　せの技術について学習する。

　○図書館ボランティア養成講座（5～6月）

　　　学校図書室の活性化を図るため、学校ボラン

　　ティアを対象に、図書館運営の実務を学ぶ。

　○生涯学習支援者実践講座（6～12月）

　　　H27生涯学習支援者養成講座修了者を対象に、

　　多様な生涯学習の実践を経験することで、支援　

　　者としての技術向上を図る。

　○生涯学習支援者養成講座（1～3月）

　　　生涯学習について、いろいろな角度から学び、

　　理論およびノウハウを習得する。

【成果発表・体験コース】

　○會津稽古堂開館5周年記念事業　

　　会津図書館所蔵資料展「古地図と古写真でたど

　る懐かしの会津」（1月）

　　普段公開していない古絵はがきやガラス写真等

　の貴重な資料を展示し、市民はもとより多くの県

　内の方々に観覧していただくことで、会津の歴史

　　と文化に親しみ、また會津稽古堂への関心を深

　　める。

  ○絵本の音楽会（5月）

　　　大きなスクリーン映像での絵本の朗読とオー

　　ケストラの生演奏のコラボにより、絵本の楽し

　　さを伝え、心豊かな時間を提供する。

  ○会津図書館を使った調べる学習コンクール（9　

　　月）

　　　図書館の資料を活用した「調べる学習」に取

　　り組み、主体的に学ぼうとする意欲を醸成する

　　とともに、情報を活用する力を養成する。

  ○会津ビブリオバトル（知的書評合戦）（12月）

　　  読書によって得られた本との出合いや魅力、

    その本を読んで感じた思いなどについて発表す

    ることで、読書活動の充実と論理的思考力・表

    現力等を育むとともに、プレゼンテーション能

　　力の向上を図る。

　○書評カフェ（10月）

　　　成人を対象としたビブリオバトルを開催し、

　　成人の読書意欲の喚起と、読書コミュニケー

　　ションの醸成を図る。

  ○會津稽古堂まつり（10月）

中央公民館利用団体が主体的に実行委員会を

組織し、作品発表、体験の場を公開し、生涯学

習を広く推進する。

　○ライブリックシアター（毎月）

　　　図書館所蔵の映像資料の上映会を行い、広く情

報の提供を行う。

　    ○會津稽古堂開館5周年記念事業　

　　　　三浦佑之先生講演会「『古事記』の魅力

　　　　―滅びゆく者へのまなざし ―」（7月）

　會津稽古堂の開館5周年を記念し、日本の古代

文学・伝承文学研究の第一人者である三浦佑之立

正大学文学部教授の講演会を実施。『古事記』

をはじめとする古代文学研究の最新の成果を聴

講する機会を提供し、知的探求の場としての會

津稽古堂の存在を広くアピールする。

【情報提供事業】

○生涯学習情報誌発行

　　  会津地域の子ども向けの情報を集めた「あい

づっこニュース」と各公民館の情報を集めた公

民館だより「郭公」、會津稽古堂の情報を集め

た「會津稽古堂ハンドブック」及び図書館だよ

りの発行。

　○生涯学習出前講座
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　　　市職員を講師として派遣し、市政や制度等につ

いて、講義・説明を行い、行政や政策についての

理解と関心を深める。

  ○生涯学習指導者情報提供

　　　市民の幅広い生涯学習のニーズに対応するため

知識や技術を持った指導者を登録・紹介する。

　○社会教育指導員派遣

　　　市民の幅広い生涯学習のニーズに対応するため

学習相談内容に応じ、社会教育指導員を派遣する。

　○地域教育コ－ディネ－タ－事業

　　　地域の生涯学習活動における学習相談や講師紹

介依頼などへの対応など、生涯学習活動に対する

支援などを行う。

◆入館者数

区    分 27年度 26年度 25年度

生涯学習総合センタ－ 573,398 584,041 596,908

　 会津図書館 308,165 314,930 329,844

◆利用状況

区    分 27年度 26年度 25年度

中央公民館
回数 8,449 8,655 8,926

人数 100,006 106,271 105,471

多目的ホ－ル

市民ギャラリ－

回数 704 696 707

人数 56,761 45,515 46,501

【会津図書館の沿革】

 会津図書館は、明治 36年 7月 10日に、文部省か

ら設立認可を受け、翌 37 年 2月 11日、栄町旧馬場

口に、若松市立会津図書館として開館した、日本の

市立図書館第一号である。

開館当時の蔵書はわずかに 4,039冊であった。以

来、時代に相応した新しい図書館像をめざして、増

改築や移転、図書の収集を行ってきた。

館外貸出を開始したのは、昭和 29年 4月で、現在

の名称「会津若松市立会津図書館」は、昭和 30年の

町村合併によって改称されたものである。

「動く図書館」として、広く市民に親しまれてい

る移動図書館車は、昭和 25年 10月運行を開始し、

翌年から定期運行され、昭和 37 年からは「あいづ

ね」号とした専用車による運行が開始された。

昭和 44年 7月、城東町に移転新築し、昭和 46年

10月に、日曜開館を行った。

また、平成7年4月1日より、本館及び移動図書館

において電算が本稼働となり、利用拡大を図るため、

平成8年 4月１日より館外貸出対象者を会津全域に広

げている。

　平成16年には開館百年を迎え、10月に記念式典を挙

行し、「会津図書館郷土資料総合目録」を刊行した。

　平成 22年 11 月 1日より移転準備のため休館し、

平成23年 4月から新たに生涯学習総合センター２階

に開館し、開館日・開館時間を大幅に拡大した。こ

れにより、カウンター業務の貸出・返却等及び移動

図書館運行の民間委託を開始した。

　また、ＩＣタグを導入してバーコード管理からＩ

Ｃ管理とし、自動貸出機及びＢＤＳを設置した。

　平成24年 6月から、移動図書館「あいづね号」を

更新し、５代目新車両を運行している。

【概要】

◆一般図書フロアー（913㎡）

　郷土・行政資料、視聴覚、新聞・雑誌、イン

ターネットなどの各種コーナーとともに、中高生

を対象としたティーンズコーナーを設置。閲覧席

数 130席

◆こどもとしょかん（390㎡）

　書架の高さを低くし、親子ブースを設け、おは

なしのへやコーナーを独立させ、インターネット

も設置。閲覧席数 100席

◆学習室スペース

　自主学習のための独立した学習スペース 35席設

置。

【利用案内】

◆開館時間　月～土　  午前 9時～午後7時

　　　　　　日・祝日　午前 9時～午後6時

◆休館日　  年末年始　12月 29日～1月3日

　　　　　　館内整備　月1日程度

　　　　　　特別整理　年7日程度　　　　

◆館内閲覧  自由閲覧

◆館外利用　会津若松市に在住・通勤・通学する者

　　　　　　会津地域に在住の者

◆貸出冊数　図書8冊まで、視聴覚資料 2点まで

　貸出期間　15日間

◆各種サービス

　①予約サービス

　②レファレンスサービス

　③複写サービス

　④リクエストサービス

　⑤視聴覚資料の視聴サービス

　⑥インターネット用パソコンの利用
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　⑦持込パソコン用情報コンセントの利用

　⑧デジタルデータの閲覧

　⑨商用データベースの閲覧

　⑩国立国会図書館デジタル化資料の閲覧・複写

　⑪ナクソス・ミュージック・ライブラリーの貸出

　⑫グループ読書室の利用

　⑬視覚障がい者等サービス（録音ＣＤの貸出・対

　　面朗読等）

◆移動図書館

　　主に市内周辺部、団地、周辺小学校の市民の

　方々を対象に、11コースに56ステーションを設

　置し、降雪期の1月・2月を除く火～金曜日に運

行している。

◆団体貸出

　　市内に所在する小・中学校、高等学校その他の

　教育機関、官公署、社会教育関係団体、社会福祉

　関係団体、読書会その他館長の認める団体に、1

　回 100冊以内の図書を3か月間貸出している。

◆視聴覚機材・教材の貸出

　所有する16mm映写機・プロジェクター・スク

リーン・16mmフィルム・ビデオ・DVD等を社会教

育関係団体の要望に応じて貸出している。

【統計】

◆平成27年度末蔵書冊数

本　　　館　275,397冊

　　　　　　※雑誌 142誌、新聞 29紙　　

移動図書館　 25,904冊

◆平成27年度利用状況

区  分
新規登録者数

(人)

貸出冊数

(冊)

本  館

一般 1,480 385,444

　 15,124学生 274

児童 786 92,788

小計 2,540 493,356

移動図書館

一般 141 12,483

児童 149 9,162

小計 290 21,645

団体貸出(団体) 5 979

 〈建築延面積〉  290.23㎡

 〈竣工〉       昭和52年 10月

 〈主な施設〉   会議室2室、日本間 2室

◆主な事業（平成28年度）

【青少年教育】

○こうざしっ子クラブ（6月～11月）

英語を学習したあと、地域の大人たちが得意

とする昔遊びやレクリェーション、文化活動に

チャレンジし、自分で考え行動できる子どもの

育成の場にする。

【成人教育】

  ○歴史おもしろ塾（6月～10月）

　　　会津には、秘められた知られない史実が多く

　　あり、本講座を通してその背景や子々孫々を思

　　いやる先祖の歩みにふれる。

　今回は、会津近代化への歩みについて学ぶ。

  ○自然探訪講座（6月）

自然の営みの中で、人間とのかかわりとその

影響について学ぶ。そして、自然を愛し守り育

てていく大切さを学習する。

○前結び帯着付教室(6月～11月)

　　　着付を学びながら、仲間作りをとおして、心

豊かな生活づくりをする。

○そば打ち体験教室(11月）

　　　初心者を対象として、そば打ちの技術を学び、

交流を深める。

 ◆利用状況

区    分 27年度 26年度 25年度

公民館
回 数 786 856 891

人 数 7,119 7,739 8,212

図　書
人 数 47 ━ ━

冊 数 90 ━ ━

〈敷地面積〉    　3,124.45㎡

〈建築延面積〉 　　 894.84㎡

〈竣工〉     昭和55年 2月 20日

〈主な施設〉1階  会議室、日本間、図書コーナー

ロビー、事務室
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2階  会議室、調理室、調理準備室

視聴覚室、視聴覚準備室

◆主な事業（平成28年度）

【青少年教育】

 ○放課後子ども教室「永和いなほクラブ」　

（6月～12月）

　　放課後、地域の方々の参画を得て、勉強やス

　ポーツ・文化活動、交流活動等の取り組みを実施

　することにより、子どもたちが、地域社会の中で

　健やかに育まれる環境づくりを推進する。

 ○週末チャレンジ（6月～12月）

　　地域の子どもと大人を対象にさまざまな体験活

　動を行うことによりコミュニケーションを図る。

【家庭教育】

○親子ふれあい広場（5月～1月）

自然体験や創作活動など多彩な活動を通して

親子のコミュニケーションを図る。

【成人教育】

○永和ものづくり楽校（6 月～12 月）

　　古くから伝わる庶民の知恵が、今も地域に

残っている。会津若松市及び永和地区に長年伝

わってきた伝統行事や習俗及びそれにまつわる

食をはじめとする生活文化について、その技術

を学びながら理解を深める。

〇永和の暮らしと歴史（4月～3月）

　　永和地区の人々の暮らしと歴史を学習・調

査・研究し、その成果を書籍等の記録として刊

行することにより、地区住民ほか学習の一助と

する。

〇種からはじめるほうきづくり（5月～10月）

　　　材料となる「ほうきもろこし」の栽培から、ほうきの製

作まですべての工程を体験することにより、伝統工

芸を肌で感じる。

〇永和再発見！～歩いて知る「まち（永和）」の良さ～

（5月～10月）

　　ウォーキングを通して心身ともに健康な身体づくり

をするとともに、永和地区の自然と歴史を訪ねる。

　 〇アクションレディース（5月～12月）

社会情勢の変化に対応した女性の生き方を学

び、相互研修により生活能力の幅を広げる。

　〇高野いなほ大学（4月～12月）

　　高齢者として明るく楽しい豊かな人生を過ごすた

め、健康維持と学習意欲を高める。

○町北高齢者学級（5月～12月）

　　生きがいをもって、地域社会活動に参加できるよう

心身ともに健康な高齢者を目指す。

 ○生き活き川柳講座(6月～3月)

　ユーモア、うがち（風刺）、軽みを旨とする川柳の

基礎を学ぶことにより、楽しい生きがいのある長寿社

会を笑顔で送り、地域での仲間づくりを担う。

【その他】

  ○第 37回北地区文化祭（11月）

住民の自主的な文化活動の活力化と、北地区

の風土に根ざした文化の振興を図ることを目的

とする。

○ロビー展（4月～3月）

　　北地区在住ゆかりの作家やサークルの協力を

得て開催し、成果発表の場と広く一般市民に鑑

賞の機会を提供する。

○民話口演会「第 15 回語る蕎麦から福きたる」

（12月）

　　　「語り部養成講座」を修了した民話三団体が日ご

ろの学習成果を発表する。併せて地元のそばを食

べ、講師の口演を聴き、広く一般への学習の機会を

提供する。

　○第 10回高野地区ウォーキング大会（9月）

　　　ウォーキングを通して心身ともに健康な身体

づくりをするとともに、高野地区の自然や歴史

を学ぶ。

　○広報活動

　　　広報誌「北公民館だより」の発行や市ホーム

ページでの情報発信により、地域内の情報の共

有化及び交流を図る。

　○地域支援事業

　　　各種団体が、地域で実施してきた活動に対し

て、公民館が支援することにより、広く生涯学

習による地域づくりを目指す。

 

 ◆利用状況

区    分 27年度 26年度 25年度

公民館
回 数 1,814 1,844 1,262

人 数 20,021 21,874 15,199

図　書
人 数 461 467 355

冊 数 1095 1,191 909
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〈敷地面積〉   　　3,461.73㎡

〈建築延面積〉　　 1,026.96㎡

〈竣工〉     昭和56年 3月 20日

〈主な施設〉 1階 会議室1･2、日本間 1･2

託児室、図書室、ロビー

　　　　　　　2階 会議室3･4、視聴覚室、調理室

◆主な事業（平成28年度）

【青少年教育】

  〇チャレンジ・キッズ（5月～12月）

　　　自然体験活動や創作活動など様々な体験を通

して、青少年に何事にもチャレンジする冒険心

や知的好奇心、克己心を育みながら生きる力を

養うとともに子供たちの交流を図る。

【成人教育】

○ことぶき学級（5月～12月）

　　高齢者の生きがいづくりや、地域社会への参

加を促すための学習活動を展開する。また、受

講生と地区老人クラブとの親睦を深め、相互の

意識の向上を図る。

○家庭菜園教室（5月～11月）

　　　小さな庭やプランターを利用して野菜などを

育てる初心者のための野菜づくり教室。種蒔き

や苗の育て方、水遣りや芽欠きのポイント、病

害虫の防除などの基本を学ぶ。

　○門田町再発見（5月～10月）

　　 門田町の歴史や文化を学び、住み慣れた町の

良さを再発見する。

【その他】

　○地域支援事業（4月～3月）

　　　地域の各種団体や自主的な活動を支援する。

各種イベント等の実施のため、広報活動やプロ

グラム作り・実施内容などについて支援する。

　○放課後子ども教室 「南チャレンジキッズ」

　　　　　　　　　　　　　　　　　(6月～12月)

      放課後に公民館を活用し、地域の参画を得て、

　　子どもたちとともに勉強やスポーツ・文化活

動、地域住民との交流等を通して、子どもたち

が地域社会の中で、心豊かで健やかに育まれる

環境づくりを行う。

　○第 36回門田地区文化祭（共催事業･11月）

　　地区の自主的な文化活動の活力化を図り、個

　性豊かな文化の創造と発展に寄与するとともに、

地区住民の学習の成果発表と鑑賞の機会を提供

　する。

○第 59回門田地区大運動会(共催事業･8月)

　　　地区住民の心身の健康づくりや運動能力の伸

　　長と参加者相互の交流を図る。

　○第 9回青木山の山開き（共催事業･4月）

　　　里山である青木山山開きに参加することによ

　　り、心身の健康づくりと歴史に学びながら市民

　　の交流を図る。

◆利用状況

区    分 27年度 26年度 25年度

公民館
回 数 1,957 2,051 2,121

人 数 27,988 31,878 34,371

図　書
人 数 914 1,072 1,068

冊 数 2,634 3,277 3,219

〈敷地面積〉  　  2,985.00㎡

〈建築延面積〉 　 1,001.96㎡

〈竣工〉      昭和60年 3月 25日

〈主な施設〉  1階 講堂、会議室、ロビー

2階 講義室2室、和室2室、調理室

◆主な事業（平成28年度）

【青少年教育】

  〇わらべ塾（5月～12月） 小学生対象

　　　自然体験・生活体験活動を中心に、生きる力

や知恵、自分で考える力などを養う。

【家庭教育】

〇家庭教育講演会（11月）

子育てに関する、地域社会や親子関係につい

て考え行動する情報の提供を行う。PTAと共催。

【成人教育】

  〇生きがい講座（5月～12月）

高齢期や高齢準備期における様々な問題につ

いて学習や体験を通して理解を深める。

〇おいしく食育料理教室（6月～11月）

　　　地域の郷土料理や旬の食材を使った栄養バラ

ンスのとれた健康料理など、食に関する知識を

深め、食生活を見直すことで健康や心豊かな生
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活をめざす。

  〇通信俳句講座（6月～12月）

通信教育で俳句を詠む力や知識の向上を図り、

吟行会や勉強会により相互交流を行なう。

【その他】

  ○週末あそび塾（6月～11月）

　　　週末に社会教育施設等を活用し、子供たちに

スポーツや物づくりなどの体験活動や地域住民

との交流活動を行う。

　○スポーツ吹矢教室（5月～７月）

　　　腹式呼吸による体調の改善、標的を狙うス　

　　ポーツに共通する精神集中力向上とストレス解

　　消を目的に開催する。

　○大戸の歴史講座（9月～11月）

　　　大戸地区の歴史と文化に対する認識を深め、

　　歴史資料保存の大切さと関心を深める。

○広報紙「大戸岳」の発行

　　毎月1日、大戸公民館の学習講座の募集や地

　域のさまざまな情報、各種機関・団体の予定等

を掲載する。

　〇大戸の生涯学習講座（5月～29年 3月）

地区のグループ・サークルの活動援助や学習

機会の提供と離れた地域への学習講座。

◆利用状況

区    分 27年度 26年度 25年度

公民館
回 数 510 624 580

人 数 7,307 8,824 7,572

図　書
人 数 111 138 133

冊 数 370 478 394

〈敷地面積〉   　 3,503.00㎡

〈建築延面積〉 　 1,102.95㎡

〈竣工〉     昭和62年 3月 20日

〈主な施設〉 1階 会議室(仕切り可能)、児童室

図書室、ロビー

2階 講義室、日本間、会議室、調理室

◆主な事業（平成28年度）

 【青少年教育】

  〇げんき塾（5月～12月）

学年の枠をこえた仲間づくりと、さまざまな

体験活動を中心とした学習をする。

 【成人教育】

　〇転入者講座（5月～11月）

 本市に転入された女性に、会津を知ってもらう

ため、会津の歴史や文化を学び、あわせて転入

者同士の交流を図る。

  〇一箕シルバー大学（5月～12月）

高齢者が健康維持のための学習や創作活動及

び社会参加活動をとおして、生きがいのある生

活を送る。

　〇歴史講座（5月～11月）

　　　会津の偉人や会津の民俗芸能など、歴史の考

察を通じ、郷土愛を醸成する。

　〇地域発見！街ウォッチング(5月～10月）

　　　現地踏査をとおして再発見されたことなどを

ワークショップによる意見交換などによりまと

める。

　〇地域の絆交流支援事業（4月～12月）

　　　原発事故で避難している大熊町民と会津若松

市民の交流事業を推進する。大熊町教育委員会

との共同事業として実施する。

【その他】

  〇第 35回一箕地区文化祭（10月 30日）

地区民の文化活動を奨励し、広く参加と

鑑賞の機会を提供する。

◆利用状況

区    分 27年度 26年度 25年度

公民館
回 数 1,552 1,525 1,584

人 数 18,070 18,921 19,112

図　書
人 数 1,507 1,500 1,854

冊 数 4,452 4,450 5,426

     

〈敷地面積〉   　 2,203.91㎡

〈建築延面積〉　　  929.90㎡

〈竣工〉     昭和63年 3月 19日

〈主な施設〉 1階 会議室 1・2(仕切り可能)、日本

間 1・2(仕切り可能)、図書コー

ナー、囲炉裏端コーナー

2階 会議室3、講義室1・2(仕切り可

能)、調理室
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◆主な事業（平成28年度）

【青少年教育】

　○こどもあそび塾（6月～12月）

公民館ならではの、さまざまな体験や活動を

通し自己形成の手助けをする。学年をこえた仲

間づくりを経験する。

　○東チャレンジクラブ（6月～12月）

放課後や夏休み等に、子どもたちの安全・

安心な活動拠点（居場所）を設け、子どもた

ちが地域社会の中で、心豊かで健やかに育ま

れる環境づくりを推進する。

【成人教育】

　○男のこだわりフォトグラフ（5月～9月）

専門家による写真撮影の極意を学び、実際に

外に出て写真撮影も行う。

　○郷土史教室(6月～11月)

　　　会津を中心とした郷土の歴史について学ぶ。

○東いきいき教室(5月～11月)

　　　健康に関する学習や、生活に役立つ情報を提供し、

いきいきと生活するための秘訣を見いだしてもらう。

　○女性のためのスイーツ教室（5～10月)

　　　野菜を使った低カロリーなスイーツづくりを学

び、日常生活に豊かさと潤いを生み出す。

　○地域づくり教室(6月～3月)

　　　地域住民と公民館の協働により、地域が抱える

課題を住民自らが解決に向け取り組むことができ

るしくみの構築をめざす。

○季節の歳時記教室(随時)

　　　年間を通して、四季折々の歳時行事にあわせた

イベントを企画し、伝統行事や昔からの風習を次

の世代まで継承する。

  ○地域交流館～ひがしカフェ～（4月～3月）

　　　地域住民の方々との協働により作りあげた事業

で、お茶会による交流を通して、地域コミュニ

ケーションの活性化を図る。

【その他】

○第 28回　東地区文化祭（11月 5・6日）

　　　地区住民の自発的な文化活動の活性化を図

り、豊かな文化の創造と発展に寄与し、あわせ

て地区住民に鑑賞する機会を提供し、積極的な

参加を勧める。

◆利用状況

区　　分 27年度 26年度 25年度

公民館 回 数 2,390 2,431 2,489

人 数 30,102 30,940 30,305

図　書
人 数 916 1,078 1,080

冊 数 1,266 1,773 1,806

〈敷地面積〉 　  1,984.00㎡

〈建築延面積〉　   548.75㎡

〈竣工〉       平成12年 10月 30日

〈主な施設〉   会議室・視聴覚室(仕切り可能)、

図書室、地域づくり担い手室、

学習情報相談室

◆主な事業（平成28年度）

【青少年教育】

   〇少年少女探検隊 (1月～2月) 

  子ども達みんなで楽しみながら、いろいろな

体験活動を行う。体験活動を通じて、様々なこ

とに興味を持ち、自主性・積極性を育てること

を目指す。

  〇湊小読み聞かせタイム(6月～2月)

湊地区のかたりべの会の皆さんや地域の方々

が、ボランティアで語り部や読み聞かせなどの

活動を行い、知的遺産の継承や豊かな心を育て

ることを目指して行う。

　○湊地区学校支援地域本部事業(6月～2月)

　　　地域で学校を支援する仕組みづくりを促進し、

　　子どもたちの学びを支援するだけでなく、地域

　　住民の生涯学習・自己実現に資するとともに、

　　活動を通じて地域のつながりを強化し、地域の

　　教育力の向上を図る。

【成人教育】

〇女性講座(7月)

趣味をとおして地域における女性相互の融和

と仲間づくりに努める。

  〇湊みのりの大学(6月～2月)

  　　明るく楽しく豊かな人生を送るため、健康な

体づくりと生きがいを求めて、学習や創作活動

を行いながら、受講生相互の融和を図る。

〇子育て・孫育て教室 in MINATO（6月～12月）

子ども達が健やかに成長できるよう、学校・

家庭・地域が一丸となって、子育て・孫育てに

ついて学び、地域全体の教育力の向上を目指

す。
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〇湊さぎ草おとな塾(6月～2月)

明るく楽しい豊かな人生を送るため、健康な

体づくりと生きがいを求めての学習をとおし、

地域におけるネットワークのさらなる形成を図

り、地域の活性化を目指す。

  ○食育の館（1月～2月）

　　　生きる上で基本となる「食」について学び、

　　健全な食生活を実践することを目的に行う。

【その他】

　○学習情報提供相談事業「よろず湊屋」

　　　地区の高齢者団体、団塊の世代グループ、

　　サークル等からの相談に応じて講座を実施する。

　○広報「湊のくに」発行

　　　月1回、講座の募集・結果や地域情報、各団

　　体の予定等を掲載する。

　○湊地域交流再発見事業（6月）

　　　隣接地区・区長会等の連携・交流しながら、

　　湊町の近郊の隠れた自然や文化と歴史を再発見

　　し地域活性化につなげていく。

　○サギソウ植栽講習会（4月）

　　　湊町の花である「サギソウ」について町内外

　　の人に理解してもらおうと4月に植栽講習会、8

　　月の開花の時期に展示会を開催し、サギソウに

　　触れ親しんでもらうとともに、自然保護活動に

　　対する機運を高める。

  〇湊町文化祭(10月)共催

  地区住民の自発的な文化活動の活性化と個性

豊かな文化の創造と発展に寄与するため、地域

の人々に学習成果発表の機会を提供する。

 ◆利用状況

区    分 27年度 26年度 25年度

公民館
回 数 439 400 420

人 数 7,582 7,443 7,364

図　書
人 数 233 130 161

冊 数 817 351 496

〈敷地面積〉 　  3,345.00㎡

〈建築延面積〉　 1,119.31㎡

〈竣工〉       昭和46年 10月 1日

〈主な施設〉   １階　大広間、和室、調理室

談話室（図書コーナー）、ロビー

２階　大ホール、研修室、ロビー

◆主な事業（平成28年度）

【青少年・家庭教育】

  〇あらたて・わんぱく教室／かわなみわんぱく教

　　室 (５月～11月) 

　　地域内で小学生が様々な活動をとおして地域

の良さや魅力を再発見するとともに、健全な発

育と親子のコミニケーションの場を提供する。

　〇青年教室あつまれ若人 (５月～11月) 

　　地域の成人者に対しての活動提供。実行委員

を募集し、ふるさと興しのリーダー養成。

〇親子ふれあい活動「ぴかりん子育てクラブ」

（５月～12月)

　　就学前の子どもと親どうしのふれあいと情報

交流の場を設け、子育て活動を支援する。

【成人教育】

〇ことぶき大学（５月～12月)

　　自らの生活を管理しながら新しい知識を身に

つけ、自分の体験・経験を地域に還元すること

で「生きがい」を実感できるよう学習する。 

〇北会津の歴史（５月～９月）

　　北会津地域に残る遺構を訪ね身近な郷土の歴

史を学ぶ。  

〇大川たんけん隊（６月～10月）

　　地域を流れる大川（阿賀川）について自然の

生態系や危険防止について学ぶ。

〇まるごと体験きたあいづ（５月～11月)

　　地域団体とのタイアップにより、体験活動を

通じて、地域の住民とまちの人達との地域間交

流をおこなう。

〇在宅ふれあい通信講座（５月～２月)

　　遠方に在住や身体の都合などで、公民館に行

き来できない方にも参加できる講座で、手紙・

ハガキのやり取りで、心のふれあいと交流を深

める学習活動。 

〇げんきに健康教室（４月～３月）

　　地域住民の健康・体力づくり。

　　高齢者に配慮した形での送迎パスの利活用も

含め、地域の活性化を図る。

【その他】

〇女性を愉しむ会（５月～12月)

　　日常生活でそれぞれに興味を持った内容を持

　ち寄り、相互に理解を深めながら自主的に計画

　を立て、学習を進める。
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　　公民館では自主活動を側面から支援する。

　○地域ふれあい公民館「巡回公民館」（４月～３月）

　　地域コミュニティーにおける参加者同士の交

流を目的に、集落の集会施設に出向き活動機会

を提供する。

○北会津地区成人式（８月15日）

　　新たに成人を迎える方へのはなむけとする。

　　北会津地域の新成人者で実行委員会を組織し、

企画運営することにより、自分たちのふるさと

を共に創っていく自覚と認識を深める。　

○北会津文化祭（11月)

　日頃の学習活動の成果の発表の場と位置づ

け、広く各活動を紹介し、生涯学習の普及、啓

発を図ると共に、公民館を中心に活動する方々

のふれあいの場を提供する。

　〇ホタルの里北会津地域大運動会 (９月) 

　　　地域全体でスポーツを通した新たな地域住民

　　の親睦を図る。

◆利用状況

区    分 27年度 26年度 25年度

公民館
 回 数 1.072 1.226 1,172

 人 数 15,509 18,184 17,223

図　書
 人 数 252 237 225

 冊 数 689 647 571

〈敷地面積〉 　  6,572.19㎡

〈建築延面積〉　 1,063.54㎡

〈竣工〉       昭和51年 6月 1日

〈主な施設〉   1階　研修室、調理室、図書室

団体事務室、ロビー

2階　大ホール、和室、研修室、ロビー

◆主な事業（平成28年度）

【青少年教育】

  ○学園キッズクラブ（6月～11月）

　放課後の学校施設を活用し、地域の大人たち

の指導による子どもの居場所を提供する。地域

の子どもたちを、地域住民が地域全体で子育て

を支援することにより、子どもの健全育成を図

る。

○河東地区スキー＆スノーボード教室（29年 1

月）

　公認の指導者のもと、スキーやスノーボード

を通して、雪と自然に親しみながら、冬期の運動

不足解消と健康・体力・技術の向上を図る。

　学校との連携により、学校におけるスキーの

授業の補助的な役割を担う。

○成人式（8月15日）

　　河東地域の新成人で実行委員会を組織し、当

　日までの準備を共に進めることにより、故郷を同

　じくする者同士としての絆を深める。公民館では

　教育委員会との連携のもと、新成人へのはなむけ

　として開催する。

　○河東地区書初展（29年 1月）

　　　正月伝統行事の書初を子ども会育成会と連

　　携して、地域全体で実施することで、地区の親

　　子や地域住民の世代間の交流と親睦を図る。

【成人教育】

〇すてきにハンドメイド(5月～12月)

「ものづくり」などを中心とした講座を進め

る。また、河東地域の文化産業祭への参加・出

展も行う。

  ○いきいき“健康”教室（5月～29年 2月）

人生80年時代を迎え、ますます元気で健康を

維持するためのコツを一緒に学び、受講生全員

で笑ったり、体を動かしたりしながら、健康維

持・向上の意識を高め、親睦を図る。

　○いきいき“趣味”教室（5月～29年 2月）

　　　同じ趣味を持つ者同士での活動を通して、潤

いの時間を過ごすと共に新しい友達を見つけ出

したり、各専門知識、技能等の向上を図る。

　○デジカメを持って出かけよう！(7月～9月)

　　　デジタルカメラ初心者を対象に、カメラの扱

い方から、写真の撮り方、パソコンへの取り込

み方、印刷までを学ぶ。

【その他】

　○河東公民館出前講座（4月～29年 3月）

　　　各地区で活動するグループや町内会などに呼

びかけ、地区の要望に基づいた内容で出前講座

を実施する。

　○河東公民館ふれあいｳｫｰｷﾝｸﾞ（7月・10月）

　　　自然に親しむ心を養いながら、地域と連携し

てウォーキングを実施し参加者同士の交流や健

康増進と体力の向上を目指すとともに、コース

沿線住民との親睦を図る。

　○河東公民館ふれあいの日（5月～29年 2月）

　　　お一人でも気軽に公民館にお越し頂ける場所

を提供する。希望により職員を交えて気楽に雑

談する中から各自の学習活動や快適なライフス

タイルのヒントを見つけるなどの相談にも応じ
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ていく。

　○河東公民館ギャラリー（4月～29年 3月）

　　　公民館内の共有スペースを利用して、地域の

方々が普段の学習の成果を披露できるコーナー

を設ける。

〇河東地区文化産業祭(11月)

　　　実行委員会の主催により、公民館利用団体を

中心に学習活動の成果を持ち寄り、広く地域に

紹介し、生涯学習の普及、啓発を図ると共に、

地元の農商工関係団体の協力を得て地域のふれ

あいの場を提供する。

　○第 48回河東地区町民運動会(9月)

　　　体育連盟を中心とした実行委員会の主催。運動

会を通して、健全なスポーツ活動についての理解

と関心を高め、あわせて地区住民の体力向上と相

互親睦を図ることを目的とする。

　○第 59回河東町内一周駅伝競走大会（11月）

　　　体育連盟を中心とした実行委員会の主催。町

内一周駅伝競走大会を実施することにより、地域

の連帯感を高めるとともに、地区住民の健康保

持・増進を図ることを目的とする。

　○公民館バス運行管理事業（4月～29年 3月）

　　河東地区の各種社会教育団体等が、日ごろの

学習活動でバスを利用することにより活動範囲

を広げ、学習のより一層の充実を目指す。

◆利用状況

区    分 27年度 26年度 25年度

公民館
回 数 1,245 1,449 1,330

人 数 19,564 22,198 22,964

図　書
人 数 342 286 322

冊 数 897 724 776
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　豊かな創造性と個性ある文化のまちをめざし、高

度で多様な市民ニ－ズ・余暇時間の増大に対応した

芸術文化の環境づくりを進めるとともに、文化活動

の促進を図る。

　また、まちの豊かさや可能性を広げていく美術

芸術の積極的な振興を図り、誰もが気軽に芸術作

品等とふれあうことのできるよう、美術芸術に親

しむ環境の充実を図る。

◆平成27年度の主な事業

 ●ふれあい美術展

市が収蔵する美術作品を市内の小・中学校で公

開し、児童生徒のみならず、地区住民も作品と身

近にふれあえる美術展を開催する。

　・謹教小学校（5月22日）

　・行仁小学校（5月 28日）

　・城北小学校（5月 29日）

　

　●芸術文化鑑賞促進事業

　　　（7月23日～8月13日　計4回実施）

　市内の小学生を対象に、会津鉄道を利用した都

内での芸術・文化鑑賞旅行を企画する。子どもた

ちに、優れた芸術作品等に生で触れる機会を提供

し、情操豊かな人間形成の一助とする。

●市民文化祭

＊参加行事(9月から11月まで実施する行事)

＊主催行事

・第21回市民音楽のつどい（9月13日）

・第42回ふるさと散歩（9月27日）

・第40回記念市民美術展（11月 14日～22日）

・第1回日本文化に親しもう（11月 29日）

●あいづまちなかアートプロジェクト事業

　　（10月 3日～11月 1日）　

　会津の文化資源である漆を活用した「会津・漆

の芸術祭」と市が収蔵する美術作品等を活用した

「まちなかピナコテカ」を地域や関係機関と連携

して開催する。まちなかに優れた芸術作品を公開

し、市民の芸術文化に関する意識を育むとともに

地域の活性化を図る。

 ●伝統文化であそぼっ！

　　　   -伝統文化こども体験教室-（3月13日）

　中学生以下の子どもたちが、郷土の伝統文化を

気軽に体験できる教室を文化センターに開設す

る。

◆指定文化財      （平成28年 4月 1日現在）

区　　分 国 県 市 計

有形

文化財

建 造 物 4 5 7 16

美

術

工

芸

品

絵 画 1 5 12 18

彫 刻 1 2 9 12

工 芸 品 7 4 27 38

書跡・典籍
0 2 7

9

古 文 書 0 1 2 3

考 古 資 料 1 6 16 23

歴 史 資 料 0 1 3 4

小 計 14 26 83 123

無形文化財 工芸技術等 0 0 0 0

民俗

文化財

有 　 　 形 1 0 3 4

無 形 0 1 4 5

小 計 1 1 7 9

記念物

史 跡 4 1 13 18

名 勝 1 0 0 1

天 然 記 念 物 2 2 13 17

小 計 7 3 26 36

合　　　　　計 22 30 116 168

◆登録文化財     

国の登録文化財として、建造物が 3ヶ所（6

件）登録されている。

◆埋蔵文化財調査事業

本市の各地には、旧石器時代から近世までの遺

跡が広く分布し、その数は約 500遺跡にのぼって

いる。

近年の開発行為に伴い、市では遺跡の確認調査

を実施し、埋蔵文化財の保護に努めている。ま

た、建物建設やほ場整備事業など各種事業に対処

するため、埋蔵文化財の発掘調査を実施し、記録

保存に努めている。

　〈平成28年度主な調査事業内容〉

・ 城前団地発掘調査事業
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◆御薬園整備事業

御薬園は、昭和 7 年 10 月文部省から「名勝」

の指定を受けている。徳川中期の築庭で、中央に

心字の池があり、そのほぼ中央にある亀島に楽寿

亭を建て、池辺には巧みに石を配し、樅、杉、松

の大樹老木がそびえ、所々に伽羅木、五葉松の古

木を点植し、磐梯山の遠望、東山の連山を背景と

した大名庭型の山水庭として優れたものである。

地方自治法の一部改正に伴い、平成18年 4月 1

日より指定管理者制度を導入し、御薬園の管理を

一般財団法人会津若松市観光公社（現.一般財団

法人会津若松観光ビューロー）に委託している。

また、文化財庭園として保存を図るために、平成

13年から池の護岸整備事業を実施中である。

また、東日本大震災により、御茶屋御殿は、壁

の剥落、柱の亀裂、建物全体の歪み等が生じた。

このため、平成 24年度、指導会議により修復方

針を決定し、基本設計や年次計画作成を行い、平

成25年度に実施設計、地質調査を実施した。

御茶屋御殿は、江戸期の建築部と明治期の増築

部に分けられ、平成 26・27年度は明治期増築部

の修復を行った。江戸期建築部の修復は、平成

28・29年度に実施する。

◆赤井谷地保存整備事業

赤井谷地は、北方系の貴重な植物種の生育する

高層湿原で、昭和 3年に国の天然記念物に指定さ

れた。

近年、周辺環境の変化により、乾燥化が進んで

いることから、平成 4年に学識者による調査を開

始し、平成7年度に調査報告書を刊行した。

また、調査結果に基づき、赤井谷地再生保存の

ための指針となる保存管理計画書を平成 10年度

に作成した。平成13年 8月 2日付けで管理団体に

指定された。また、平成 13年度には、指定地内

の民有地の公有化を行った。

平成 19 年 2 月には、湿原の周辺部が追加指定

になり、平成 20年に公有化した。今後、湿原本

体の保全と湿原内の植生回復を目指すために、計

画書に示された諸策をもって環境整備を実施し、

赤井谷地の保護保存事業を進める。

◆院内御廟保存整備事業

院内御廟は大きな規模と、荘厳な雰囲気をも

ち、藩主は神式による葬送が行われている。江

戸時代大名家墓所の中でも特に優れていること

から昭和 62 年 5月に国の「史跡」として指定を

受けている。

平成13年 12月に史跡保護のため公有化を行っ

た。平成 14年度には保存・管理・活用基本計画

の策定を行った。

平成 16年度には整備実施計画書を策定し、平

成 17年度からはその年次計画に基づき、樹木の

整備・き損箇所・危険箇所・便益施設等の本格

的な史跡内整備を行っている。

◆文化財の公開・展示

埋蔵文化財及び民俗品を、会津若松市歴史資

料センター（愛称「まなべこ」）と河東支所内展

示コーナーにおいて展示し、市内の歴史や文化の

学習の場としている。

また、発掘調査の際、特に重要と考えられる

遺跡については現地説明会を実施し、遺構・遺物

を公開し、文化財保護に対する啓発活動を行って

いる。
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◆会津若松市の文化財　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成28年 4月 1日現在

種　　別 名　　　　　　　　　称 員数 指定年月日 所　　　　在　　　　地
所有者

（管理団体）

○　国指定文化財

1 重文（建造物）
旧滝沢本陣横山家住宅〔主屋・座

敷〕
2棟 昭和46. 3.11 一箕町 個人

2 〃 旧正宗寺三匝堂 １棟 平成 7. 6.27 一箕町 個人

3 〃 延命寺地蔵堂(藤倉二階堂） 1棟 昭和25. 8.29 河東町 延命寺

4 〃 八葉寺阿弥陀堂 1棟 昭和25．8.29 河東町 八葉寺

5 重文(絵画） 絹本著色阿弥陀二十五菩薩来迎図 １幅 平成 3. 6.21 城東町(福島県立博物館） 福島県

6 重文(彫刻） 厨子入木造蘆名盛氏坐像 １躯 大正 9. 8.16 天寧寺町 宗英寺

7 重文（工芸品） 椿彫木彩漆笈 １背 昭和39. 5.26 城東町(福島県立博物館） 福島県

8 〃 金銅双龍双鳥文馨 １面 昭和34. 6.27 七日町 金剛寺

9 〃 大刀鋒両刃造 １口 平成元. 6.12 東栄町 個人

10 〃 大刀切刃造 １口 平成元. 6.12 東栄町 個人

11 〃 大刀切刃造 １口 平成元. 6.12 東栄町 個人

12 〃 大刀鎬造 １口 平成元. 6.12 東栄町 個人

13 〃 大刀鎬造 １口 平成元. 6.12 東栄町 個人

14 重文(考古資料） 会津大塚山古墳出土品　 一括 昭和52. 6.11 城東町(福島県立博物館） 会津若松市

15 有形民俗文化財
八葉寺奉納小型納骨塔婆及び納

骨器
14,824体 昭和56. 4.22 河東町 八葉寺

16 記念物（史跡） 会津藩主松平家墓所 ― 昭和62. 5.12 東山町
市・松平家

（会津若松市）

17 　〃 若松城跡 ― 昭和 9.12.28 追手町、城東町、栄町、花春町 会津若松市

18 　〃 大塚山古墳 ― 昭和47. 5.26 一箕町 会津若松市

19 　〃 旧滝沢本陣 ― 昭和45. 3.16 一箕町 個人

20 記念物（名勝） 会津松平氏庭園 ― 昭和 7.10.19 花春町 会津若松市

21
記念物　　

（天然記念物）
高瀬の大木（ケヤキ） ― 昭和16. 1.27 神指町

高瀬財産区

(会津若松市）

22 　　〃 赤井谷地沼野植物群落 ― 昭和 3. 3.24 湊町
市・農水省・個人

(会津若松市）

　 小計 22件

○　県指定文化財

1 重文(建造物） 旧中畑陣屋主屋 １棟 昭和51. 5. 4 東山町 ㈱素対館

2 　　〃 会津松平氏庭園石造三重塔 １基 平成 7. 3.31 花春町 会津若松市

3 　　〃 蒲生秀行廟 １棟 昭和61. 3.31 館馬町 弘真院

4 　　〃 茶室麟閣 １棟 平成11. 3.30 追手町(若松城本丸跡内) 会津若松市

5 　　〃 旧岡崎家住宅 １棟 平成元．3.22 河東町 ㈱神保

6 重文(絵画）
絹本著色仏涅槃図・如意輪観音

像・愛染明王像
3幅 昭和36. 3.22 大町 観音寺

7 　〃 絹本著色松平楽翁像 １幅 昭和43. 4. 9 城東町(福島県立博物館） 福島県

8 　〃 七里ヶ浜遠望図 １面 平成 6. 3.31 城東町(福島県立博物館） 個人

9 　〃 絹本著色達磨図 １幅 平成10. 3.31 城東町(福島県立博物館）　　 天寧寺

10 　〃
絹本墨画著色寒山図・絹本墨画

著色拾得図
2幅 平成10. 3.31 城東町(福島県立博物館） 天寧寺

11 重文（彫刻） 木造十一面観音立像 １躯 昭和33. 8. 1 門田町 明光寺

12 　〃 銅造聖観音菩薩立像 １躯 昭和35. 3.29 東山町 羽黒山湯上神社

13 重文（工芸品） 鉄製注連（伝） 7枚 昭和28.10. 1 追手町 諏方神社

14 　〃 木造扁額「融通寺」 １面 昭和30. 2. 4 大町 融通寺

15 　〃 太刀　銘　国宗 １口 昭和30.12.27 東栄町 個人

16   〃 青磁牡丹唐草文大瓶 １口 平成元. 3.22 城東町（福島県立博物館） 福島県
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種　　別 名　　　　　　　　　称 員数 指定年月日 所　　　　在　　　　地
所有者

（管理団体）

17 重文（典籍）
大般若経　 600帖

平成12. 3.31 相生町 自在院
経櫃　附　経箱　60口 6合

18 　　〃
家世実紀　　附　目録　１冊・

収納箱　５合
277冊 平成15. 3.25 城東町（福島県立博物館） 福島県

19 重文（古文書） 簗田家文書 一括 平成13. 3.30 城東町（福島県立博物館） 個人

20 重文(考古資料） 福島信夫山出土品 一括 昭和28.10. 1 城東町（福島県立博物館） 福島県

21 〃 金銅製双魚袋金具 2枚 昭和58. 3.25 城東町（福島県立博物館） 福島県

22 〃 原山１号墳出土埴輪 一括 平成元. 3.22 城東町（福島県立博物館） 福島県

23 〃 常世原田遺跡出土品 一括 平成10. 3.31 城東町（福島県立博物館） 福島県

24 〃 田村山古墳出土品 一括 昭和28.10. 1 城東町（福島県立博物館） 田村山地区

25 〃 大戸窯跡群出土品 一括 平成19. 4. 6 追手町（埋蔵文化財収蔵庫）他 会津若松市

26 重文（歴史資料） 陸奥国会津城絵図 １鋪 平成 9. 3.25 城東町（福島県立博物館） 福島県

27 無形民俗文化財 冬木沢の空也念仏踊 1団体 昭和47. 4. 7 河東町 空也光陵会

28 記念物（史跡） 大戸窯跡群 ― 平成10. 3.31 大戸町 福島県ほか

29
記念物

（天然記念物）
梁川産パレオパラドキシア化石 ― 平成 4. 3.24 城東町（福島県立博物館） 福島県

30 　　〃 白山沼のイトヨ生息地 ― 昭和51. 5. 4 北会津町 会津若松市

小計 30件

○　市指定文化財

種　　別 名　　　　　　　　　称 員数 指定年月日 所　　　　在　　　　地
所有者

（管理団体）

1 有文（建造物） 石造層塔 1基 昭和34. 4.13 宮町 個人

2 　　〃 善龍寺の山門 1棟 平成13. 1.23 北青木 善龍寺

3 　　〃 下荒井観音堂 1棟 昭和49, 4 ,1 北会津町 宝寿院

4 　　〃 両堂不動堂お籠り堂 1棟 昭和63. 5. 7 北会津町 両堂地区

5 　　〃 蒲生氏郷五輪塔 1基 平成18．4.19 栄町 興徳寺

6 　　〃 蒲生忠郷五輪塔 1基 平成18．4.19 中央 高巌寺

7 　　〃 法紹山浄光寺釈迦堂 1棟 平成18．4.19 宝町 浄光寺

8 有文（絵画） 圓輪光曼荼羅 1幅 昭和34. 4.13 川原町 弘長寺

9 　　〃 伝李龍眼筆絹本羅漢像 1幅 昭和34. 4.13 川原町 弘長寺

10 　　〃 絹本著色両界曼荼羅図 双幅 昭和49. 2.13 城東町（福島県立博物館） 観音寺

11 　　〃 絹本著色十六善神図 1幅 昭和49. 2.13 城東町（福島県立博物館） 観音寺

12 　　〃 絹本著色愛染明王像 1幅 昭和49. 2.13 城東町（福島県立博物館） 観音寺

 13 　　〃
紙本水墨雪村周継筆瀟湘八景図

屏風
半双 昭和51. 3.22 七日町 金剛寺

14 　　〃 愛宕神社奉納絵馬 4面 昭和53. 3.16 慶山 愛宕神社

15 　　〃 紙本著色帝鑑図屏風 1双 昭和56. 3.28 東山町 ㈱素対館

16 　　〃 絹本著色伝保科正光画像 1幅 昭和56. 3.28 建福寺前 建福寺

17 　　〃 絹本著色伝保科正経画像 1幅 昭和56. 3.28 建福寺前 建福寺

18 　　〃 紙本淡彩遊魚図伝雪村筆 1幅 昭和61. 4.24 七日町 金剛寺

19 　　〃 八幡神社奉納絵馬 2面 昭和61. 4.24 一箕町 八幡神社

20 有文（彫刻） 蒲生賢秀坐像 1躯 昭和33.11.10 追手町 恵倫寺

21 　　〃 銅造阿弥陀如来立像 1躯 昭和50. 3.25 川原町 弘長寺

22 　　〃 木造阿弥陀如来坐像 1躯 昭和50. 3.25 川原町 弘長寺

23 　　〃 木造馬頭観音坐像 1躯 昭和51. 3.22 大町 観音寺

24   　〃 木造文殊菩薩坐像 1躯 平成 7. 6.15 相生町 自在院

25 　　〃 多門院毘沙門天像 1躯 昭和49. 4. 1 北会津町 寺堀地区

26 　　〃 松命山蓮華寺須弥壇 1基 昭和49. 4. 1 北会津町 宝寿院
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種　　別 名　　　　　　　　　称 員数 指定年月日 所　　　　在　　　　地
所有者
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27 有文（彫刻） 極楽地蔵（延命地蔵） 1躯 昭和50. 4. 1 北会津町 上米塚地区

28 　　〃 甲賀町鶴ケ城稲荷神社神像 1躯 平成 元. 2.22 馬場町 鶴ケ城稲荷神社　

29 有文（工芸） 刀剣（表銘　兼元） 1振 昭和33.11.10 中町 個人

30 　　〃 刀剣（表銘　長道） 1振 昭和33.11.10 福島市 個人

31 　　〃 刀剣（表銘　奥州会津住政長） 1振 昭和33.11.10 中央 個人

32 　　〃
刀剣（表銘　奥州大掾三善長

道）
1振 昭和33.11.10 追手町 会津若松市

33 　　〃
刀剣（表銘　陸奥大掾三善長

道）
1振 昭和33.11.10 東栄町 個人

34 　　〃 会津漆器 1式 昭和36.11.18 追手町 個人

35 　　〃
刀剣（表銘　和泉守兼定焼刃真宗

鉄鍛造之）
1振 昭和36.11.18 東山町 ㈱素対館

36 　　〃
刀剣（表銘　陸奥会津住三善藤

四郎長道）
1振 昭和36.11.18 東栄町 個人

37 　　〃 刀剣（表銘　奥州会津住長国） 1振 昭和36.11･18 中央 個人

38 　　〃 刀剣（表銘　奥州会津住政長） 1振 昭和36.11.18 東京都多摩市 個人

39 　　〃
刀剣（表銘　陸奥会津住三善長

道）
1振 昭和36.11.18 城南町 個人

40 　　〃 田中正玄夫人副葬膳腕一式 一式 昭和51. 3.22 城東町（福島県立博物館） 妙国寺

41 　　〃 朱塗瓶子 1対 昭和55. 3.29 宮町 八角神社

42 　　〃 能面 6面 昭和55. 3.29 城東町 会津能楽会

43 　　〃 刀剣（表銘　和泉守藤原兼定） 1口 昭和60. 3.23 東山町 ㈱ｴﾑ･ｱｿｼｴｲﾄ

44 　　〃 会津正阿弥鐔 3枚 昭和60. 3.23 東栄町 個人

45 　　〃 会津正阿弥鐔 3枚 昭和60. 3.23 中町 個人

46 　　〃 銅造懸佛 1面 昭和60. 3.23 相生町 自在院

47 　　〃 銅造薬師如来坐像 1躯 昭和60. 3.23 　　〃 自在院

48 　　〃 銅造懸佛 1面 昭和60. 3.23 大町 弥勒寺

49 　　〃 木造扁額「稲荷大明神」 1点 平成 元. 2.22 馬場町 鶴ケ城稲荷神社

50 　　〃 木造扁額「正一位稲荷大明神」 1点 平成 元. 2.22 　　〃 鶴ケ城稲荷神社

51 　　〃 鞘塗「変塗」標本 154枚 平成  2. 3.16 徒之町 県立会津工業高等学校

52 　　〃 枝菊漆絵会席膳椀一式 34点 平成  2. 3.16 追手町 会津若松市

53 　　〃
初代・若狭守藤原道辰作受領紀

年銘大小刀
2振 平成20. 4.21 追手町 会津若松市

54     〃 林光正作漆塗手板 1枚 平成20. 4.21 追手町 会津若松市

55 　　〃 花瓶 1対 昭和58.11.10 北会津町 常徳寺

56 有文（書跡） 蒲生氏郷書簡 1通 昭和33.11.10 追手町 恵倫寺

57 　　〃 一休墨蹟 1幅 昭和33.11.10 七日町 個人

58 　　〃
松平容保・照姫より萱野権兵衛

宛書簡・和歌・覚
各一葉 昭和34. 4.13 城東町（福島県立博物館） 福島県

59 　　〃 草書十八名号 3幅 昭和34. 4.13 川原町 弘長寺

60 　　〃 大曼陀羅御本尊日什上人真筆 1巻 昭和54. 3.22 一箕町 妙国寺

61 　　〃 旧東明寺蔵葦名盛氏文書 1幅 昭和57. 3.24 川原町 弘長寺

62 　　〃 葦名止々齋書状 2幅 平成11. 2.18 宮町 個人

63 有文(古文書） 芦名兼載軸物 1巻 昭和55. 4 .1 北会津町 八幡神社

64 　　〃 八幡神社棟札 3枚 昭和55. 4 .1 北会津町 八幡神社

65 有文（考古資料） 岩倉山石造塔婆 4基 昭和51. 3.22 湊町 舟木地区

66 　　〃 石仏供養碑 1基 昭和54. 3.22 一箕町 会津若松市

67 　　〃 観応年記銘供養碑 1基   昭和54. 3.22 湊町 上馬渡地区

68 　　〃 阿弥陀如来像供養碑 1基   昭和54. 3.22 栄町 興徳寺

69 　　〃
墓料遺跡出土土器

（昭和49･54年出土分）
45点   昭和57. 3.24 栄町

市教育委員会

（保管）
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70 有文（考古資料） 東田面供養碑 3基 昭和58. 3.24 湊町 東田面地区

71 　　〃 石仏供養碑 1基 昭和62. 5. 8 北会津町 今和泉地区

72 　　〃 館山供養碑 2基 平成 9. 3.18 湊町 個人

73 　　〃 坂本供養碑 2基 平成 9. 3.18 湊町 個人

74 　　〃 応長の碑 1基 昭和45. 6. 8 河東町 代田地区

75 　　〃 暦応の碑 3基 昭和45. 6. 8 河東町 会津若松市

76 　　〃 観応の碑 1基 昭和45. 6. 8 河東町 冬木沢地区

77 　　〃 皆鶴姫の碑群 6基 昭和62. 2. 3 河東町 会津若松市

78 　　〃 須恵器の舟形二面硯 1点 平成 3. 4.25 河東町 会津若松市

79 　　〃 古屋敷(富田屋敷）の大甕 1点 平成 3. 4.25 河東町 会津若松市

80 　　〃 石製模造品 6点 平成 3. 4.25 河東町 会津若松市

81 有文（歴史資料） 若松城下絵図 半双 平成11. 2.18 栄町 個人

82 　　〃 牡丹獅子図金屏風 1双 平成16. 4.19 栄町 個人

83 　　〃 日新館資料群 80点 平成24. 2.20 栄町 個人

84 有文（民俗資料） 稲荷原の石工用具及び石製品 72点 平成 3. 4.25 河東町 会津若松市

85 　　〃 酒造用具 107点 昭和57. 3.24 材木町 会津酒造博物館

86 　　〃 獅子舞資料 一括 昭和58. 3.24 高野町 橋本木流地区

87 無文（民俗） 会津三匹獅子舞  3団体 平成16. 2.23 天寧・下居合・本滝沢 地区保存会

88 　　〃 小松彼岸獅子  1団体 昭和47･ 4. 1 北会津町 小松地区

89 　　〃 槻橋彼岸獅子舞 1団体 昭和50. 4. 9 河東町 槻ノ木地区

90 　　〃 八田野神楽 1団体 平成 3. 4.25 河東町 八田野神楽保存会

91 記念物（史跡） 天文台跡 ― 昭和43. 9.18 米代 会津若松市

92 　　〃
葦名家花見ヶ森廟所

（16･17･18代墳墓）
― 昭和47.11. 1 花見ケ丘 会津若松市

93 　　〃 村北瓦窯跡 ― 昭和47.11. 1 大塚 会津若松市

94 　　〃 蒲生秀行公廟所 ― 昭和53. 7.10 館馬町 弘真院

95 　　〃 穴切の一里塚 1基 昭和61. 4.24 湊町 個人

96 　　〃 長命寺築地塀 ― 昭和 5. 9.16 日新町 長命寺

97 　　〃 旧会津藩大窪山共同墓地 ― 平成12. 1.20 門田町 財務省

98 　　〃 田村山古墳 ― 昭和47. 4. 1 北会津町 田村山地区

99 　　〃 上人壇 1基 昭和53. 4. 1 北会津町 古麻生地区

100 　　〃 古屋敷古墳群 3基 昭和49. 5.15 河東町 個人

101 　　〃 八田野一里塚 2基 昭和44. 9.19 河東町
八田野地区・東京電

力

102 　　〃 藤倉の館跡 ― 昭和47. 1.21 河東町 個人

103 　　〃 堂ヶ作山古墳 ― 平成19. 7.20 一箕町 55名共有

104
記念物

（天然記念物）
石部桜 1本 昭和43. 9.18 一箕町 会津若松市

105 　　〃 太夫桜 1本 昭和43. 9.18 一箕町 会津若松市　

106 　　〃 赤井の大イチョウ 1本 昭和49. 2.13 湊町 個人

107 　　〃 建福寺境内のシダレザクラ 1本 昭和55. 3.29 建福寺前 建福寺

108 　　〃 山モミジ 1本 昭和61. 4.24 材木町 個人

109 　　〃 峰張ザクラ 1本 平成 9. 3.18 蚕養町 蚕養国神社

110 　　〃 芦ノ牧のイチイ 1本 平成10. 2.19 大戸町 個人

111 　　〃 平田の欅の木 1本 昭和47. 4. 1 北会津町 宝寿院

112 　　〃 白山沼のイトヨ ― 昭和47. 4 .1 北会津町 下荒井地区

113

114

　　〃

　　〃

無頭沼のイトヨ

小出の樅の木

―

1本

昭和63. 5. 7

昭和49. 4  1

北会津町

北会津町

今和泉地区

蟹川地区
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　　 （宝光院境内）

種　　別 名　　　　　　　　　称 員数 指定年月日 所　　　　在　　　　地
所有者

（管理団体）

115
記念物

（天然記念物）
ホタルの森のゲンジボタル ― 平成元.6.15 北会津町 会津若松市

116 　　〃 熊野神社三幹のスギ 1本 平成 2.11. 9 北会津町 下荒井地区

　 小計 116件

○　国の登録文化財

種　　別 名　　　　　　　　　称 員数 指定年月日 所　　　　在　　　　地
所有者

（管理団体）

1 登録文（建造物） 向瀧旅館4棟
1 ヵ 所

(4件）
平成8.12.20 東山町 ㈱向瀧

2 　　〃 林家住宅 1棟 平成10.12.11 材木町 個人

3 　　〃 日本基督教団若松栄町教会 1棟 平成12.4.28 西栄町
（宗）日本基督教団

若松栄町教会

　 小計 3ヶ所（6件）
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  会津図書館が生涯学習総合センター(會津稽古堂)

に移転したことに伴い、鶴ヶ城周辺公共施設利活用

構想に基づき、歴史資料等の保管・管理をはじめ郷

土の歴史に関する調査・研究や展示施設として建物

の利活用を検討してきた。

　そして、施設名称を「会津若松市歴史資料セン

ター」と定め、「先人に憧れ、郷土に誇りを持つ学

びの場」をコンセプトとして平成26年7月にプレオー

プンした。施設の一般公開に先立ち、愛称を公募し、

「まなべこ」とした。その後、企画展示室と講義・

学習スペースを整備し、平成27年9月13日に全館開館

した。

　歴史資料センターでは、市民や観光客からの郷

土の歴史・文化に関する問い合わせに対するレ

ファレンス窓口を設置している。また、歴史資料

の保管や研究拠点としての機能の他に、広く会津

の歴史・文化について情報発信していく役割を

持った施設として運営している。

◆施設

　<建設年月>　昭和44年7月

　<敷地面積>　2493.39㎡

　<延床面積>　1635.67㎡

　<構造>　　　鉄筋コンクリート造3階建

　　　　　　　地下1階

　<書庫>　　　積層5層

◆第1次市史編さん事業

  昭和16年から「若松市史」上・下巻を発刊

◆第2次市史編さん事業

  昭和 42 年から「会津若松史」12 巻・別巻

1(大塚山古墳)を刊行

◆第3次市史編さん事業

　　平成9年から平成21年度までに会津若松市史

　 編さん事業計画・全体刊行計画により、55巻を

　 刊行

◆北会津村史編さん事業

  平成 16年度に合併した際に継続事業として実施

し、本編3巻、史料目録2巻を刊行

　平成 11年の会津若松市制百周年を記念し、後世

に誇りうる郷土の歩みを集大成し、市民共有の文

化遺産としてこれを継承していくために第 3次「会

津若松市史」の編さんが、平成9年度より平成21年

度までの13カ年にわたり取り組まれた。

　この編纂にあたっては、歴史研究の人材の発掘、

養成も視野にいれながら、市内外の各種研究団体

の専門家、学識経験者等による「会津若松市史研

究会」を発足させ、これに編さんを委託し実施し

た。（市史研究会は平成9年2月25日発足）

　第 3次市史編さん業務は、平成 21年度までは秘

書広聴課が担当し、平成 22年度は会津図書館が担

当した。

◆市史研究継続の必要性

　市史編さんの全体刊行計画による出版物の刊行

は終了したが、収集された資料の解読・検証研究

は、その一部が整理・保存されたに過ぎない。

　今日のめまぐるしく変貌を遂げる社会状況の変

化の中、会津地方には散逸消滅が危惧される多く

の未調査貴重文書が残されているが、これらの資

料についても、市史編さん事業で収集された資料

文書とともに解読・検証研究・保存していくこと

が、歴史的文化遺産を次代に継承することにつな

がる。

　また、古文書研究は一朝一夕に出来るものでは

なく、その解読、検証研究をするためには歴史的

専門知識を必要とするため、引き続き「会津若松

市史研究会」に委託し、古文書等の資料所在調

査・収集・解読・検証研究・保存に努めるととも

に、あわせて市史の販売・在庫管理、市史の内容

に関する問い合わせ対応を継続して行っている。
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地域住民の芸術文化活動は、多方面にわたり活発

となり、地域住民自らが主体的に参加する参加型の

芸術文化活動の範囲が広がってきている。このた

め、文化的な生活環境の整備や文化活動の向上に資

する環境づくりが強く求められている。

そこで、芸術文化活動への機運を大切にし、さま

ざまな芸術文化に接する機会や学習の場を提供する

とともに、自主的な芸術文化活動を支援していくこ

となどの積極的な芸術文化の振興を図るため、これ

まで以上に専門的な知識や経験の必要性、さらに

は、文化施設のより柔軟で効率的な運営体制が必要

となってきている。

そのため、自主文化事業の企画実施や地域文化創

造の活動、自主的な芸術文化活動への支援を通して、

地域文化の振興及びこころ豊かな人間の育成を図り、

もって豊かな地域文化の形成と発展に寄与すること

を目的に「財団法人会津若松文化振興財団」を設立

したものである。

平成5年5月19日   設立許可書交付

平成5年5月27日   設立登記

平成6年4月 1日   會津風雅堂の管理運営を受託

平成6年6月27日   會津風雅堂開館

平成15年 4月 1日   文化センターの管理運営を受託

平成18年 4月 1日　 會津風雅堂・文化センターの

　　　　　　　　　　指定管理者として両施設の管

　　　　　　　　　　理運営を開始

(平成22年 4月 1日　新たに指定)

平成25年 4月１日   公益財団法人へ移行

平成26年 4月 1日　会津能楽堂を含め指定管理者と

　　　　　　　　　して管理運営開始

　　　　　　

　　　　　　 　　　　

 　

 事業の概要については、文化施設を拠点とした芸術

文化の振興と、市民文化の創造に寄与するための支

援を2本の柱として以下の事業を行っている。

(1) 芸術文化鑑賞促進事業

財団自らが企画した公演事業を展開し、低料金で

幅広い芸術文化鑑賞の機会の提供を図る。

(2) 文化のまちづくり事業

地域に根ざした文化の創造を目的に、市民にとっ

て見る側としての芸術文化の鑑賞にとどまることな

く、自らが演じる側となるよう事業を展開する。

具体的には、演劇などの創作をする。それらを通

して市民の連帯意識と舞台技術等の向上を図り、よ

り一層の文化の普及に努める。

(3) 文化情報提供事業

財団の行う催事はもとより、広く各文化施設の行

う催事などを案内していくことや、各種の文化団体

等が取り組んでいる事業内容を広く情報として提供

し、地域文化の振興に資する。

(4) 舞台芸術技術振興事業

舞台芸術技術に関心のある方々を対象に、舞台芸

術に関する講習会や実技研修会を開催し、知識及び

技術の習得を図る。

(5) 文化振興基金運営事業

文化振興基金の運用により、市民団体等の文化活

動へ助成金による支援を行う。

(6) 文化施設管理運営事業

　地域文化創造活動の拠点となる文化施設（會津風

雅堂、文化センター、会津能楽堂）について、会津

若松市より指定管理者の指定を受け、管理運営を行

う。

◆平成27年度の自主事業　

・小曽根真ピアノリサイタル（6月13日）　　

・小学生芸術鑑賞教室（6月17日）

　　「ロはロボットのロ」

　　　（オペラシアターこんにゃく座））

・中学生芸術鑑賞教室 （7月 10日）

　　「ヘンゼルとグレーテル」全３幕

　　　（ニッセイ名作オペラ鑑賞教室）

・第七回市民参加のてづくり舞台

　　（8月1日、2日）

　　「浮かれ勧進帳～米騒動悲恋道行」

・松竹特別公演（8月26日）

　　「錦絵　夏すがた　明日の幸福」
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・上妻宏光「生一丁！」Tour2015（9月 9日）

・和太鼓エンターテイメント　ＴＡＯ（タオ）

　　（10月８日）

・会津水彩画の現在　みづゑの流れ展

　　（10月24日～11月 3日)

・宝塚歌劇宙組全国ツアー会津若松公演

　　（10月 31日）

・フォレスタコンサート（11月 28日）

・会津シネマウィーク 2015（12月 4日～6日)

・しまじろうコンサート（2月13日）

　　「しまじろうとロボットのくに」

　　　　　　　　　　ほか　ワークショップなど

 會津風雅堂は、地域の芸術文化活動の振興と施設の

利用を主な業務とし、ひいては文化情報発信基地及

び独自性のある活動を行う公共文化ホールとなるよ

う設置された。

平成26年度より新たに4年間、多角的な取り組み

で芸術文化の振興を目的とする「公益財団法人会津

若松文化振興財団」が指定管理者としての指定を受

け、適正かつ効率的で柔軟性のある運営により、個

性的で魅力ある芸術文化の創造、地域文化向上の拠

点として「地域住民から愛される會津風雅堂」を目

指している。

◆施設

〈設置主体〉　　会津若松市

〈建設費〉　　　4,832,682千円

〈竣工〉　　　　平成6年1月 31日

〈開館〉　　　　平成6年6月27日

〈建築構造〉　　鉄骨鉄筋コンクリート造

            　　一部鉄骨造 地上5階地下1階

〈延床面積〉　　7,306.66㎡

〈付属施設〉  

･ホール　　　固定席 1,752席（1階 1,152

席、2階 600席)車イス席 6席

･舞台形式　　プロセニアム形式(間口 20ｍ、

高さ10ｍ、奥行き17ｍ)

･舞台面積　　922.9㎡(有効面積約 800㎡)

･舞台設備　　オーケストラピット、音響反射

板（走行式）

･楽屋　　　　8室（大、中、小、個室、各和

洋 2室）、シャワー室（2室）

楽屋事務所

･付属室　　　リハーサル室、会議室 2室（和

洋）

･その他　　　エントランスホール、ホワイ

エ、喫茶コーナー、談話コー

ナー、託児室、休憩室、打合

室、事務室、コインロッカー

◆利用状況

区    分 27年度 26年度 25年度

ホール
日数(日) 214 200 197

人数(人) 128,492 125,445 120,235

リハー

サル室

日数(日) 186 150 156

人数(人) 5,549 5,501 4,896

会議室

(洋室)

日数(日) 144 128 131

人数(人) 1,687 1,538 1,732

会議室

(和室)

日数(日) 116 103 99

人数(人) 758 588 704

文化センターは、市民の文化の振興を図るため、

音楽、演劇、舞踏、美術等の芸術文化活動の普及振

興のため利用されている。平成 26年度より新たに 4

年間、「公益財団法人会津若松文化振興財団」が指定

管理者の指定を受け、その管理運営を行っている。

◆施設

〈設置主体〉    会津若松市

〈工事費〉      588,848千円

〈竣工〉        昭和 53年10月 30日

〈建築構造〉    鉄筋コンクリート造地上３階

〈建築延面積〉  2,564.10㎡

〈主な施設〉    文化ホール、展示兼会議室、ホ

ワイエ、特設展示場、音楽練

習室、美術実習室、練習室

〈付属設備機器〉能舞台、所作台、音響反射板

               　　スクリーン、ピアノ（ﾌﾙｺﾝｻｰﾄ、

ｱｯﾌ゚ ﾗｲﾄ）、音響機器、照明設備
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◆利用状況

区   分 27年度 26年度 25年度

文　化

ホール

件数(件) 253 242 237

人数(人) 48,078 43,659 48,369

その他

各  室

件数(件) 1,372 1,295 1,375

人数(人) 41,397 40,997 37,310

　　

　会津地域における伝統文化の継承・育成を図

るため、能をはじめとする伝統文化や幅広い民俗

芸能などの研修施設として設置した。

　平成 26年度より、「公益財団法人会津若松文

化振興財団」が指定管理者の指定を受け、その管

理運営を行っている。

　<設置主体>　会津若松市

　　　　　　※平成21年８月19日一般社団法人会

　　　　　　津能楽建設協会より寄附

　<所在地>　会津若松市文化センター隣り

　<施設概要>木造平屋建銅板葺

　　　　　　能舞台・研修室・給湯室・トイレ

　<述床面積>238.47㎡

　<供用開始>平成21年 10月1日

　<使用料>　6,480円～8,640円（4時間単位）

　　　　　　研修室のみ　1,080円（4時間以内）

◆利用状況

区   分 27年度 26年度

全　館 人数(人) 2,984 1,560

研修室 人数(人) 478 881
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◆「いつでも」「どこでも」「だれでも」「い

つまでも」スポーツ・レクリエーションに親

しみ、楽しめるまちの実現

市民のだれもが、主体的に、継続してスポーツ

に取り組むことができる環境づくりが求められて

いる。こうしたことから、前計画策定後 5年目に

あたる平成19年度において、これまでの進捗状況

について検証を加えながら、社会情勢やスポーツ

環境の変化、市民の多様なニーズに対応した生涯

スポーツの振興を推進するため、第二次会津若松

市スポーツ振興基本計画を策定した。

第二次スポーツ振興基本計画では、市民がいつ

でも、どこでも、だれでも、いつまでもスポーツ

を行い、心身両面にわたり健康で豊かな生活を送

ることができる環境づくりを目指す。

  

◆平成28年度の主な事業 

〇 県民スポーツ大会北会津方部大会

　　　　　　　　　　　　　　　　（7月3日）

・ 内容    ソフトテニス、家庭バレーボール、

　　　　　　　 バドミントン、壮年ソフトボール、

                テニス、卓球

・使用施設  会津総合運動公園ほか

・関係団体 北会津管内体育協会連絡協議会

〇 第63回市民水泳大会（8月21日）

・内容      部門別種目別水泳競技会

・使用施設  会津水泳場

・関係団体  市民水泳大会実行委員会

〇 第28回会津若松市鶴ヶ城ハーフマラソン大会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（10月 2日）

・内容      部門別男女別マラソン大会

・使用施設  あいづ陸上競技場ほか

・関係団体  第 28回会津若松市鶴ヶ城ハーフ

マラソン大会実行委員会

〇 第28回市町村対抗福島県縦断駅伝競走大会

　　　　　　　　　　　　　　　（11月 20日）

　・コース　　白河市～福島県庁（16区間）

　　・関係団体  ふくしま駅伝会津若松市実行委員会

〇 第61回市民体育祭（2月5日）

・内容      剣道、なぎなた、卓球、バドミント

ン、ミニバスケ、家庭バレーボー

ル、弓道、柔道、ソフトテニス

・使用施設  あいづ総合体育館、鶴ヶ城体育

館、武徳殿、弓道場、あいづドー

ムほか

・関係団体  各実施種目団体

〇 第60回市民スキー大会（2月5日）

・内容      部門別、男女別アルペン競技会

・使用施設  アルツ磐梯スキー場

・関係団体  市民スキー大会実行委員会

◆本市で開催される主な大会（平成28年度）

〇 全会津総合体育大会（5～7月）  21種目

〇 東日本少年剣道大会（8月20･21日）

　〇 第18回うつくしまトライアスロンinあいづ

　　（8月21日）

　スポーツ基本法第 13条及び社会教育法第 44条第

1項に基づき、社会体育振興の一環として体育施設

（体育館、校庭）を学校教育活動に支障のない範囲

で、一般市民の健全な余暇利用の場として、体力づ

くり、スポーツレクリエーション活動に供する。

◆開放校 

№  開 放 校   校庭 校庭夜間  体育館

1 鶴城小学校 ○ － ○

2 城北小学校 ○ － ○

3 行仁小学校 ○ － ○

4 城西小学校 ○ － ○

5 謹教小学校 ○ － ○

6 日新小学校 ○ － ○

7 湊小学校 ○ － ○

8 一箕小学校 ○ － ○

9 松長小学校 ○ － ○

10 永和小学校 ○ － ○

11 神指小学校 ○ － ○

12 門田小学校 ○ － ○

13 城南小学校 ○ － ○

14 大戸小学校 ○ － ○

15 東山小学校 ○ － ○
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16 小金井小学校 ○ － ○

17 荒舘小学校 ○ － ○

18 川南小学校 ○ － ○

19 河東学園小学校 ○ － ○

20 第一中学校 ○ － ○

21 第二中学校 ○ － ○

22 第三中学校 ○ － ○

23 第四中学校 ○ － ○

24 第五中学校 ○ － ○

25 第六中学校 ○ ○ ○

26 湊中学校 － － －

27 一箕中学校 ○ － ○

28 大戸中学校 － － －

29 北会津中学校 ○ － ○

30 河東中学校 ○ － ○

 合　　計 28校 1校  28校

◆開放日及び開放時間

  ● 開放日

     体育館校庭については、年間を通しての開放と

する。ただし、学校教育活動に支障がないことを

前提とするため、利用許可は学校の判断の元で行

う。なお、管理指導員を配置できる期間は下記の

とおりとする。

  ● 開放期間（管理指導員付開放）

　　・体育館開放　　5月～2月

　　・校庭夜間開放　5月～10月

  ● 開放時間

 　・体育館   ① 9:00～12:00　② 13:00～16:00

　　　　　　　③ 18:00～21:00

　・校庭     ① 5:00～ 8:00　② 9:00～12:00

　　　　　　　③ 13:00～16:00　④ 18:00～21:00

 

 

市民のだれもが生涯の各時期にわたりスポーツ

に親しむことができる住民主体の「総合型地域ス

ポーツクラブ」を本市独自の地域スポーツ組織で

ある地区体育連盟を核に育成する。

◆平成28年度事業計画

・育成希望地区への啓発活動

・クラブマネージャー養成セミナーへの派遣

● ニュースポーツ出前教室

・使用施設  市民ふれあい体育館など

・関係団体  会津若松市スポーツ推進委員会

● 第 16回ジョイスポーツデー（9月4日）

・内容　　　総合開会式、ニュースポーツ体験

　　・使用施設  鶴ｹ城体育館、ふれあい体育館

　　・関係団体  会津若松スポーツ・レクリエー

ション協会、会津若松市スポーツ

推進委員会、会津若松市スポーツ

少年団、福島県障がい者スポーツ

協議会会津支部、門田なよたけ歩

こう会、謹教スポーツクラブ、き

たあいづスポーツクラブ

　● 第 16回市民ソフトバレーボール大会（12月 4日）

・使用施設  あいづ総合体育館

・関係団体  会津若松市スポーツ推進委員会

平成２５年度　第１３回市民ソフトバレーボール大会風景
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 　　　　  地域住民が主体的に運営し、子どもから高齢者、

　　　  　障がい者まで様々なスポーツを愛好する人々が参

　　　　  加できるクラブで以下の特徴をもっている。

　　　　　 ・多種目、多世代、多志向であり、だれでも参加

　　　　　　 できる。

　　　　 ・活動拠点であるスポーツ施設、クラブハウス

　　　　 　があり、計画的な活動を行う。

　　　　 ・質の高い指導者の下、適切な指導が受けられる。

　　　　 ・地域住民が主体的に運営する。
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◆水道施設以前の水事情 

会津若松地方の飲料水は、古来からさく井に頼る

ものが多く、その水量は、家庭用としては浅井戸で

十分であったが、水質は良好なものが少なく、降雨

が数日続くと、ほとんどの井戸で水質が変わるとい

う状態であった。また、一部地域においては、鉄分

を多く含み、すぐ枯渇するものもあり、このため湧

水を導水して使用するものもあったが、施設は不完

全なものであった。

このようなことから、年々伝染病の発生も著し

く、保健衛生、産業基盤の整備という観点からも水

道の布設が強く望まれていた。

◆上水道の創設 

官民あげての宿願であった上水道施設の工事は、

大正 13年 12 月市議会の議決を経て、大正 15年 5

月に工事着手、昭和 4年3月に完成し、同年4月に

給水を開始した。

計画給水人口 50,000 人、1 人 1 日最大給水量

111ℓ、1日最大給水量 5,550㎥の能力をもつ滝沢浄

水場は、水源として、北会津郡一箕村大字八幡地内

にある会津電力株式会社第3発電所放水路の下流に

取入室を設置し、分水を受け、量水井、貯水池（沈

澱池）2池、ろ過池 3池、配水池 2池を設置し、配

水池から口径 510mm 管 2,766.9m を本管とし、市街

地には、口径 100mm～400mm の配水管 41,774.5m を

布設したものであった。

◆拡張事業等 

創設以来10次にわたる拡張事業を実施してきた。

特に、昭和48年度から10ヶ年継続事業として着

手した第7次拡張事業は、滝沢浄水場の浄水能力の

増強と東山浄水場の新設で、1 日最大給水量は

79,500㎥と創設当時の14.3倍になった。

更に、昭和60年度から10ヶ年継続事業として着

手した第8次拡張事業は、将来の水需要に対処する

ため、配水池や配水管網の整備を図り、併せて会津

若松地方広域市町村圏整備組合からの受水（9,300

㎥/日）に伴う受水池の設置、大戸町簡易水道の上

水道への統合、東山浄水場の新設により、1日最大

給水量は88,100㎥となり、平成7年3月に完成した

ところである。

　隣接する湯川村の水源（浅井戸）の水位が低下し、

安定給水に不安があることから、湯川村簡易水道事

業を本市水道事業に統合することとし、平成23年 4

月に第 10次拡張事業の変更認可により、1日最大給

水量は94,900㎥となった。

　老朽化した滝沢浄水場の全面改修が必要となる一

方、水需要が人口の減少や大口需要者の事業規模縮

小、地下水への切り替えなどにより減少傾向となり、

将来も減少見込みであることから、滝沢浄水場の施

設能力を 27,000㎥/日に縮小して平成 30年度供用開

始を目標に整備することとし、計画 1日最大給水量

71,500㎥として10次拡張事業1次変更の認可を平成

26年 3月に受けた。

◆創設及び拡張事業の推移 

● 創設

・認可年月日　　　　　 大正14年 9月 29日

・計画給水人口　　　　 50,000人

・計画1日最大給水量　 5,550㎥

・計画 1人 1日最大給水量　　111ℓ

・事業費　　　　　　　 1,179千円

・主な水源　　　　　　 猪苗代湖

・起工　　　　　　　　 大正15年 5月

・竣工　　　　　　　　 昭和4年3月

● 第1次拡張事業

・計画給水人口　　　　 50,000人

・計画1日最大給水量　 5,550㎥

・計画 1人 1日最大給水量　　111ℓ

・事業費　　　　　　　 3千円

・主な水源　　　　　　 猪苗代湖

・起工　　　　　　　　 昭和7年9月

・竣工　　　　　　　　 昭和7年11月

● 第2次拡張事業

・認可年月日　　　　　 昭和28年 3月 13日

・計画給水人口　　　　 60,000人

・計画1日最大給水量　 12,000㎥

・計画 1人 1日最大給水量　　200ℓ

・事業費　　　　　　　 8,747千円

・主な水源　　　　　　 猪苗代湖

・起工　　　　　　　　 昭和28年 10月

・竣工　　　　　　　　 昭和29年 11月

● 第3次拡張事業

・認可年月日　　　　　 昭和35年 12月 27日
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・計画給水人口　　　　 85,800人

・計画1日最大給水量　 26,200㎥

・計画 1人 1日最大給水量　　300ℓ

・事業費　　　　　　　 400,000千円

・主な水源　　　　　　 猪苗代湖

・起工　　　　　　　　 昭和36年 10月

・竣工　　　　　　　　 昭和41年 3月

● 第4次拡張事業

・計画給水人口　　　　 85,800人

・計画1日最大給水量　 26,200㎥

・計画 1人 1日最大給水量　　300ℓ

・事業費　　　　　　　 16,000千円

・主な水源　　　　　　 猪苗代湖

・起工　　　　　　　　 昭和43年 2月

・竣工　　　　　　　　 昭和43年 3月

● 第5次拡張事業

・計画給水人口　　　　 85,800人

・計画1日最大給水量　 26,200㎥

・計画 1人 1日最大給水量　　300ℓ

・事業費　　　　　　　 20,000千円

・主な水源　　　　　　 猪苗代湖

・起工　　　　　　　　 昭和44年 1月

・竣工　　　　　　　　 昭和44年 5月

● 第6次拡張事業

・認可年月日　　　　　 昭和45年 7月 23日

・計画給水人口　　　　 95,500人

・計画1日最大給水量　 38,200㎥

・計画 1人 1日最大給水量　　400ℓ

・事業費　　　　　　　 280,000千円

・主な水源　　　　　　 猪苗代湖

・起工　　　　　　　　 昭和45年 10月

・竣工　　　　　　　　 昭和47年 3月

● 第7次拡張事業

・認可年月日　　　　　 昭和48年 3月 31日

・計画給水人口　　　　 138,600人

・計画1日最大給水量　 79,500㎥

・計画 1人 1日最大給水量　　573ℓ

・事業費　　　　　　　 8,096,300千円

・主な水源　　　　　　 猪苗代湖、東山ダム

・起工　　　　　　　　 昭和48年 4月

・竣工　　　　　　　　 昭和58年 4月

● 第8次拡張事業

・認可年月日　　　　　 昭和59年 11月 20日

・計画給水人口　　　　 127,600人

・計画1日最大給水量　 88,100㎥

・計画 1人 1日最大給水量　　690ℓ

・事業費　　　　　　　 2,596,000千円

・主な水源　　　　　　 猪苗代湖、東山ダム

　　　　　　　　　　　　　　阿賀川(受水)

・起工　　　　　　　　 昭和60年 4月

・竣工　　　　　　　　 平成 7年 3月

● 第8次拡張事業の1次変更

・認可年月日　　　　　 平成10年 8月 26日

・計画給水人口　　　　 110,400人

・計画1日最大給水量　 82,500㎥

・計画 1人 1日最大給水量　　747ℓ

・事業費　　　　　　　 2,503,000千円

・主な水源　　　　　　 猪苗代湖、東山ダム

　　　　　　　　　　　 阿賀川、舟子沢

・起工　　　　　　　　 平成10年 8月

・計画年次　　　　　　 平成19年 3月

● 北会津村水道事業の全部譲受け

・譲受け年月日　　　　 平成16年 11月 1日

・計画給水人口　　　　 118,300人

・計画1日最大給水量　 85,050㎥

・計画 1人 1日最大給水量　　719ℓ

● 河東町水道事業及び強清水簡易水道事業の全部

譲受け

・譲受け年月日　　　　 平成17年 11月 1日

・計画給水人口　　　　 130,760人

・計画1日最大給水量　 91,630㎥

・計画 1人 1日最大給水量　　701ℓ

● 第9次事業計画

・認可年月日　　　　　 平成20年 3月 28日

・計画給水人口　　　　 122,260人

・計画1日最大給水量　 91,660㎥

・計画 1人 1日最大給水量　　750ℓ

● 第10次拡張事業

　・認可年月日　　　　　 平成23年 4月 1日

　・計画給水人口　　　　 125,960人

　・計画1日最大給水量　 94,900㎥

　・計画 1人 1日最大給水量　　753ℓ

● 第10次拡張事業の1次変更

　・認可年月日　　　　　 平成26年 3月 28日

　・計画給水人口　　　　 125,000人

　・計画1日最大給水量　 71,500㎥

　・計画 1人 1日最大給水量　　573ℓ

　・主な事業　滝沢浄水場の全面更新
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◆上水道事業の推移 

区  分 27年度 26年度 25年度

人口  (人) 127,375 128,947 130,588

給水人口(人) 120,106 121,557 122,795

普及率(％) 94.3 94.3 94.0

給水件数(件) 50,580 50,521 50,452

年間総配水量(㎥) 15,831,924 15,826,694 16,240,764

年間総有収水量(㎥) 13,433,041 13,653,987 14,123,071

有収率(％) 84.8 86.3 87.0

1人 1日平均

配水量(ℓ)
360 357 362

1人 1日最大

配水量(ℓ)
402 401 405

1日平均配水量(㎥) 43,257 43,361 44,495

1日最大配水量(㎥) 48,230 48,738 49,684

配水管延長(ｍ) 800,357 800,403 795,616

  職員数(人） 36 36 36

1㎥

当り

供給単価 177円 60銭 175円 73銭 175円 06銭

給水原価 203円 84銭 195円 15銭 186円 97銭

供給利益 △26円 24銭△19円 42銭△11円 91銭

※人口、給水人口、給水件数には、東日本大震災に係

る避難者を見込む。

◆取水量及び配水量の推移 

 ● 滝沢浄水場                     (単位：㎥)

区分 27年度 26年度 25年度

取水量 8,523,530 8,588,750 9,394,840

配水量 8,475,929 8,435,900 8,723,122

 ● 東山浄水場                     (単位：㎥)

区分 27年度 26年度 25年度

取水量 4,688,794 4,672,507 4,685,696

配水量 4,574,932 4,570,400 4,560,455

 ● 大戸浄水場                     (単位：㎥)

区分 27年度 26年度 25年度

取水量 266,403 289,810 292,291

配水量 197,596 226,754 221,111

● 会津若松地方広域市町村圏整備組合より受水(単位：㎥)

区分 27年度 26年度 25年度

取水量 1,687,909 1,707,092 1,797,398

配水量 1,687,909 1,707,092 1,797,398

● 河東地区（六軒浄水場及び強清水水道）

                  　　　　　　　   (単位：㎥)

区分 27年度 26年度 25年度

取水量 1,388,368 1,447,996 1,625,368

配水量 895,558 886,548 938,678

● 合計                           (単位：㎥)

区分 27年度 26年度 25年度

取水量 16,555,004 16,706,155 17,795,593

配水量 15,831,924 15,826,694 16,240,764

◆水源 (8月期)                 (単位：㎥)

水源 1日当り取水量

猪苗代湖 　　　54,201

東山ダム 　　　34,041

阿賀川          1,000　

渓流水          650

浅井戸 　　　　　50

合計 　　　89,942

 ※ 他に会津若松地方広域市町村圏整備組合から受
水(10,900㎥/日)

 

◆滝沢浄水場 

・面積      69,620.87㎡

・水源       猪苗代湖

・取水量    

  12月 1日～翌 2月末日   　 49,075.2㎥/日

   3月 1日～　 5月 31日　　 51,408.0㎥/日

 　6月1日～ 　8月31日　　 47,001.6㎥/日

 　9月1日～　11月 30日　　 51,408.0㎥/日

・浄水施設　 沈砂池　　　　  2池

　　　　　　 高速凝集沈澱池  3池

・浄水能力   35,300㎥/日

・浄水方式　 急速ろ過20池　 35,300㎥/日

・配水池　　 急速系　　　　  3池  

　　　　　　 合計　　容量　　12,840㎥

◆東山浄水場 

・面積       24,673.12㎡

・水源       東山ダム

・取水量     

　  　 12月 1日～翌 2月末日　　32,140.8㎥/日

     3月 1日～ 5月 31日   　29,980.8㎥/日

     6月 1日～ 8月 31日  　 34,041.6㎥/日
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     9月 1日～11月 30日   　29,980.8㎥/日

・導水・浄水施設   

    導水管600 mmダクタイル鋳鉄管

    バルブピット鉄筋コンクリート造 1基

    水管橋 600 mm逆三角型ワーレントラス補剛

     傾斜板沈澱池  2池

・浄水能力   30,000㎥/日

・浄水方式   急速ろ過  8池

・配水池     浄水場内   1池      2,736㎥

             ずい道               4,556㎥

                子どもの森 1池      7,500㎥

                    合計容量     　 14,792㎥

◆大戸浄水場 

・面積       1,544.00㎡

・水源       阿賀川、渓流水（舟子沢水源）

・取水量     阿賀川        1,000㎥/日

             渓流水          650㎥/日

・導水・浄水施設   

   導水管150mmダクタイル鋳鉄管

      阿賀川取水井～浄水場導水管

   塩化ビニール管100mm  ポリエチレン管75mm

      舟子沢～浄水場

・浄水能力   1,500㎥/日

・浄水方式   膜ろ過  4系列

・配水池     容量1,500㎥

◆六軒浄水場

・面積       10,195.00㎡

・水源       猪苗代湖

・取水量     7,200㎥/日

・浄水施設　 沈砂池　2池

　　　　　　 普通沈澱池　5池

・浄水能力   4,500㎥/日

・浄水方式   緩速ろ過  7池

・配水池　 　1,020㎥

◆強清水浄水施設

・面積　　　　107.56㎡

・水源　　　　浅井戸

・浄水能力　　60㎥/日

・浄水方式　　膜ろ過　2系列

・配水池　　　36.8㎥

◆水道料金 　    （平成26年 6月分から適用）

口径 基本料金 (1か月) 水量料金

一

般

用

13mm

20

25

10

㎥

ま

で

1,209.60円

2,408.40円

3,618.00円

1㎥を増すごとに

         172.80円

40mm   20,412.00円

50   30,240.00円

75   75,600.00円

100  128,736.00円

150～  281,340.00円

1㎥につき

172.80円

浴

場

及

び

臨

時

用

13mm      788.40円

20    2,084.40円

25    3,423.60円

40   20,412.00円

50   30,240.00円

75   75,600.00円

100  128,736.00円

150～  281,340.00円

〈浴場用〉

・1㎥から 200㎥まで

 1㎥につき56.16円

・200㎥を超えるもの

 1㎥につき86.40円

〈臨時用〉

1㎥につき496.80円

　　　　　　　（消費税及び地方消費税を含む。）

◆水道加入金        （平成26年 4月 1日適用）

   口  径 (mm)    加  入  金 (円)

  13     43,200

 20    108,000

 25    194,400

 40    583,200

 50    907,200

 75  2,160,000

100  4,320,000

     150 以上 10,800,000

　　　　（消費税及び地方消費税を含む。）

※ 給水装置の新設又は改造の申込みの際に、加入金

を納めなければならない。

 ※ 改造する場合の加入金の額は、新旧メーター口径

に応じた加入金の差額とする。

◆水道料金の調定及び収入額の推移 (単位：千円)

区　分 27年度 26年度 25年度

調定額 2,576,475 2,577,136 2,596,025

収入額 2,273,171 2,269,733 2,277,179

収納率(％) 88.2 88.1 87.7
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◆水道料金収入の取り扱い別の推移

区　分 27年度 26年度 25年度

窓口納入

等

件数 5,858 5,871 5,838

比率 2.1 2.1 2.1

銀行直納
件数 10,719 10,928 11,406

比率 3.8 3.9 4.1

口座振替
件数 206,388 206,120 205,997

比率 73.7 73.7 74.0

コンビニエ

ンスストア

件数 57,181 56,622 55,096

比率 20.4 20.3 19.8

合計
件数 280,146 279,541 278,337

比率 100.0 100.0 100.0

 

◆当初予算                  （単位：千円）

区　分 27年度 26年度 25年度

収益的収入 3,009,333 2,963,835 2,849,974

収益的支出 2,892,887 3,346,719 2,835,050

資本的収入 1,683,029 668,435 495,109

資本的支出 4,160,555 1,691,205 1,390,365

◆決算                      （単位：千円）

区　分 26年度 25年度 24年度

収益的収入 2,906,542 2,779,720 2,904,278

収益的支出 3,263,365 2,757,996 2,804,354

資本的収入 656,683 476,696 490,641

資本的支出 1,609,893 1,327,298 1,327,046

◆簡易水道の状況

区　　分 27年度 26年度 25年度

湊

町

給水戸数(戸) 94 94 97

給水人口(人) 227 232 239

有収水量 (㎥) 19,243 20,270 21,058

西

田

面

給水戸数(戸) 63 62 62

給水人口(人) 230 230 230

有収水量 (㎥) 30,270 31,697 34,172

合

計

給水戸数(戸) 157 156 159

給水人口(人) 457 462 469

有収水量 (㎥) 49,513 51,967 55,230

◆簡易水道施設の状況

  ● 湊町簡易水道（2ヶ所 下馬渡・東田面）

       配水池 2池   配水管布設総延長 3,756.3ｍ

  ● 西田面簡易水道

       配水池 1池   配水管布設総延長 1,469.4ｍ
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  会津若松地方広域市町村圏整備組合は、昭和 47年

4月 1日に発足し、現在、会津若松市、磐梯町、猪

苗代町、会津坂下町、湯川村、柳津町、三島町、金

山町、昭和村及び会津美里町の 1市 7町 2村で構成

されている。

近年、経済の発展を反映し生活圏が広がってきた

ことから、市町村の区域をこえた広域の行政区域と

して、歴史的にも、経済、文化、医療面などの各方

面でも深い関わりをもつ市町村が共同し、一体的な

地域振興整備を図り、単独で実施することが困難な

事務や共同処理することが効率的である事務を実施

している。

また、平成18年 9月 1日に廃棄物処理を事務とし

ていた会津地区広域事業組合と、平成21年 4月 1日

に水道用水供給事業の経営を事務としていた会津若

松地方水道用水供給企業団と統合したことにより、

現在の共同処理事務は、次のとおりとなっている。

① 組合市町村内の創造的、一体的な振興整備に資す

る地域振興事業の実施及び連絡調整に関すること

② 消防に関すること(消防団に関することを除く)

③ ごみ処理施設の設置・管理及び運営に関すること

④ し尿処理施設の設置・管理及び運営に関すること

⑤ 研修に関すること(組合市町村の任命権者が行

  う研修を除く)

⑥ 介護認定審査会の設置及び運営に関すること

⑦ 水道用水供給施設の設置及び経営に関すること

(会津若松市、会津坂下町及び会津美里町に限る)

◆圏域の面積・人口・世帯数

                  　 (平成28年 4月 1日現在)

区分 面積（㎢） 人口(人) 世帯数

会津若松市 383.03 123,233 49,192

磐 梯 町 59.69 3,557 1,119

猪苗代町 395.00 14,842 4,926

会津坂下町 91.65 16,185 5,375

湯 川 村 16.36 3,195 908

柳 津 町 176.07 3,492 1,222

三 島 町 90.83 1,638 673

金 山 町 293.97 2,141 947

昭 和 村 209.34 1,293 606

会津美里町 276.37 20,757 6,737

合  計 1,992.31 190,333 71,705

◆組合議会と執行機関(平成28年 4月 1日現在)

 〇 組合議会

・ 定数            20人（会津若松市7人、会津

美里町 3 人、猪苗代町 2 人、

会津坂下町2人、ほか4町 2

村は各1人）

・ 議員構成        組合市町村の議会において、

その議会の議員のうちから

選挙された者

・ 組合議会定例会  年 2回（2月及び8月）

・ 常任委員会    総務消防委員会（定数10人）、

　　　　　　　　環境衛生委員会（定数10人）、

　　　　　　　　 水道供給委員会（定数8人）

・ 議会運営委員会  定数7人

 〇 執行機関

・ 管理者等  管理者1人、副管理者9人（組合市

町村の長）、会計管理者（会津若

松市会計管理者のあて職）

・ 監査委員  組合議会選出者 1人、識見を有する

者1人

・ 事務局    事務局長以下職員 54人（一般職員

50人、企業職員4人）

・ 消防　　　285人（派遣2人を含む）

 

 

圏域内の廃棄物処理事業として「ごみ」と「し尿」

の処理施設の設置、管理及び運営を行っている。

廃棄物処理は、住民の生活環境に直結する事業で

あり、廃棄物を円滑かつ適正に処理するために努め

ている。

◆手数料（一般廃棄物）

区   分 手　　数　　料

し尿 1,800ℓまで     1,944円

し尿浄化槽汚泥 300ℓ増すごとに   324円

ごみ

燃やせるもの 10㎏ごとに80円

燃やせないもの 10㎏ごとに170円

◆使用料（産業廃棄物）

区　　　分 使　　用　　料

燃やせないもの 10㎏ごとに270円

環境センター

概　要

 会津若松地方広域市町村圏整備組合
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◆処理できない廃棄物

 【ごみ】

「危険及び有害なごみ」「直径 1.5cm、長さ 1.8ｍ

を超える鉄材」「土木建築用鋼材」「クランク軸、歯

車等の硬質鋼材」「直径又は 1辺 15cm、長さ 2ｍを

超える木及び木柱」「幅 1ｍ、厚さ 15cm、長さ 2ｍ

を超える板及び合板」「各種ボンベ及び石油類タンク

等」「自動車」「コンクリート、レンガ及びがれき」

 【し尿】

「家畜のふん尿」「し尿浄化槽以外の汚泥」

◆処理できる産業廃棄物(燃やせないものに限る)

    一般廃棄物の処理に支障を生じない範囲の量の

もの「固形状廃プラスチック類(自動車用タイヤを除

く)」「金属くず、ガラスくず及び陶磁器くず」

◆利用時間及び休日

〇 利用時間

    ・月曜日から金曜日まで  

        午前 8時 30分～正午

　　　　午後 1時 00分～午後 4時 30分

〇 休日

     日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律（昭

和23年法律第 178号）に規定する休日(ごみ焼却

処理施設を除く。)並びに 1月 2日、3日及び 12

月 29日から12月 31日までの日。

◆ごみ焼却処理施設

・所在地    会津若松市神指町大字南四合字深川

西地内

・炉型式  全連続燃焼式機械炉

・処理能力  225ｔ/24時間(75t/24時間×3基)

・完 成  昭和63年 12月

・総事業費  4,287,937千円

　　なお、平成12年度から3か年継続事業でダイオ

キシン類の削減を図るために改造工事を実施した。

・総事業費　3,199,671千円

◆ごみ破砕処理施設

・所在地    ごみ焼却処理施設と同じ

・処理方式  圧縮、剪断、衝撃破砕方式

・処理能力  50ｔ/5時間(10t/時間)

・完 成  昭和53年 3月

・総事業費  253,245千円

◆リサイクルセンター

・所在地　　　ごみ焼却処理施設と同じ

・びん・ペットボトル圧縮保管施設

保管可能量　　200㎥

完　　成 　 　平成10年 1月

総事業費　　　114,994千円

　・プラスチック製容器包装圧縮保管施設

保管可能量　　136㎥

完　　成 　 　平成17年 3月

総事業費　　　173,889千円

◆し尿処理施設

・所 在 地     　会津若松市神指町大字南四合

字才ノ神地内

・前処理施設      60㎘／時間

・第 1処理施設    126㎘／日

・第 2処理施設    100㎘／日

・高度（3次）処理施設  凝集沈殿、砂ろ過処理

・汚泥処理施設    270㎥／日

・完　　成  前処理施設          平成 6年 8月

            第1～高度処理施設   昭和55年 1月

            汚泥処理施設        昭和59年10月

・総事業費  前処理施設            566,771千円

            第 1～高度処理施設   991,632千円

            汚泥処理施設         188,000千円

◆最終処分施設

【沼平第２最終処分場】

・所在地    磐梯町大字更科字沼平地内

・埋立地    容量    151,480㎥

・浸出水処理施設  40㎥／日

・完　　成  　　　平成14年 3月

・総事業費 　　 　2,073,749千円

◆廃棄物の搬入量          (平成27年度実績）

区　分

し尿及びし尿

浄化槽汚泥

(㎘)

燃やせる

もの (t)

燃やせない

もの (t)

会津若松市 44,346.6 42,993.95 2,417.57

磐梯町 1,537.2 1,144.91 89.43

猪苗代町 5,014.8 5,000.75 340.27

会津坂下町 9,493.2 4,309.63 287.04

湯川村 1,438.2 805.71 72.43

柳津町 1,535.4 921.53 70.86

三島町 1,467.0 496.13 39.00

金山町 2,172.6 514.14 35.01

昭和村 304.2 360.31 29.23

会津美里町 11,586.6 6,210.48 627.45

合計 78,895.8 62,757.54 4,008.29
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 消防組織は、会津若松市に会津若松地方広域市町村

圏整備組合消防本部を設け、圏域内で 4消防署、1

分署、7出張所を設置し、消防長以下消防職員 285

人（平成28年 4月 1日現在）で消防活動及び救急活

動を行っている。

◆ 機構図

◆火災発生及び救急活動状況

              (平成27年 1月 1日～12月 31日)

区分 圏域内 本市分

火災

発生

状況

件数　　　　 (件) 60 38

損害額     (千円) 58,875 49,967

建物焼損面積  (㎡)

上段　床面積 946 737

下段　表面積 96 84

死傷

者数

死者

(放火自殺者除く)(人)
3 3

傷者      　 (人) 12 11

救急

活動

出動件数  　 (件) 8,862 5,394

搬送人数 　  (人) 8,594 5,224

  

 会津若松市、会津坂下町、会津美里町の１市２町に

対し、広域的な水道施設整備を行い、水道用水供給

施設の設置及び経営を行っている。

　この水源は、国土交通省直轄ダムである大川ダム

の放流水であり、場内の取水口より取水し浄化した

後、自然流下により関係市町に供給している。

◆用水料金体系

各構成団体の水道事業が掲げる目標年次までの受

給計画に基づき、費用負担の平衡化と経営の健全化

を期するため、基本料金と水量料金の二部料金制を

採用している。なお、用水料金について、平成 28年

4月 1日に一部改定した。

◎ 基本料金

  〇 内容    人件費、事務費、支払利息、減価償却

費などの固定費用

    〇 構成団体別料金  

・会津若松市  17,580千円／月

・会津坂下町  15,000千円／月

・会津美里町  8,710千円／月

（消費税及び地方消費税抜き）  

◎ 水量料金

  〇 内容   電力費、薬品費等ランニングコスト

  〇 料金   10円／㎥    

　○ 超過水量　　63円／㎥ 

  （消費税及び地方消費税抜き）

◆事業の概要

◎ 市町村別計画給水量

 会津若松市   10,900㎥／日

 会津坂下町    9,300㎥／日

 会津美里町    5,400㎥／日

       合     計    25,600㎥／日

◎ 水源及び取水地点

・水源       阿賀川表流水(大川ダム放流水)

  ・取水地点   会津美里町穂馬字下川原地内

◎ 水利権   0.318㎥／Ｓ

             （平成22年 2月 15日許可）

◎ 供給開始  平成2年4月  一部給水

                 平成2年6月  全面給水

◎ 工期及び事業費  

・工期       昭和50年度～平成元年度

・事業費 　  12,945,367千円 

消防組織 水道用水供給事業
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消防本部
総務グループ・財政グループ

消防長 次長
警防グループ・救急グループ

会津若松消防署

猪苗代消防署
消　防　署

会津坂下消防署

会津美里消防署

総 務 課

予 防 課 予防グループ・危険物グループ

警 防 課

指 令 課 指令第1・2・3当直
(会津若松地方・喜多方地方消防指令センター）

総  務  係

予 防 係

警 防 係

救 急 係

救 助 係

城 南 分 署
（消防本部訓練センター）

小 松 出 張 所

十 文 字 出 張 所

総 務 係

予 防 係

警 防 救 急 係

磐 梯 出 張 所

総 務 係

予 防 係

警 防 救 急 係

柳 津 出 張 所

三 島 出 張 所

金 山 出 張 所

昭 和 出 張 所

総 務 係

予 防 係

警 防 救 急 係



◆ 施設利用状況

区　　分 会津若松市 会津坂下町 会津美里町

27

年

度

年合計流量(㎥) 1,687,909 1,798,060 1,524,106

日平均流量(㎥) 4,612 4,913 4,164

施設利用率(％) 42.31 52.83 77.11

26

年

度

年合計流量(㎥) 1,707,092 1,849,200 1,611,090

日平均流量(㎥) 4,677 5,066 4,414

施設利用率(％) 42.91 54.47 81.74

25

年

度

年合計流量(㎥) 1,797,398 1,842,230 1,662,179

日平均流量(㎥) 4,924 5,047 4,554

施設利用率(％) 45.17 54.27 84.33

24

年

度

年合計流量(㎥) 2,025,526 1,889,540 1,568,431

日平均流量(㎥) 5,549 5,177 4,297

施設利用率(％) 50.91 55.67 79.57

23

年

度

年合計流量(㎥) 2,110,504 1,913,790 1,673,267

日平均流量(㎥) 5,766 5,229 4,572

施設利用率(％) 52.90 56.23 84.67

22

年

度

年合計流量(㎥) 2,676,394 1,825,314 1,742,646

日平均流量(㎥) 7,333 5,001 4,774

施設利用率(％) 67.3 53.8 88.4

21

年

度

年合計流量(㎥) 2,984,023 1,807,620 1,573,488

日平均流量(㎥) 8,175 4,952 4,311

施設利用率(％) 75.0 53.2 79.8

　 　 　 　 　 　

◆平成27年度業務量

  ・年間総有収水量　5,010,075㎥

　・年間総送水量　　5,046,655㎥

　・1日最大給水量 　16,028㎥／日（平成27年 8月 11日）

　・1日平均給水量 　13,689 ㎥／日

　・施設利用率 (1日平均給水量／１日最大給水能力)×100＝(13,689㎥／25,600㎥)×100＝53.5％

　・施設負荷率 (1日平均給水量／1日最大給水量)  ×100＝(13,689㎥／16,028㎥)×100＝85.4 ％

　・最大稼働率 (1日最大給水量／１日最大給水能力)×100＝(16,028㎥／25,600㎥)×100＝62.6％

　・有  収  率 (年間総有収水量／年間総送水量)×100＝(5,010,075㎥／5,046,655㎥)×100＝99.3 ％
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会津若松地方土地開発公社は、昭和 47 年制定の

「公有地の拡大の推進に関する法律」に基づき、会

津若松地方広域市町村圏整備組合を構成する 14市町

村(現在は10市町村）によって昭和48年に設立され

た特別法人であり、地域の秩序ある整備と住民福祉

への寄与を目指し、市町村等の委託を受け、土地の

先行取得等を行っている。

現在は地域の雇用創出、産業振興を目的とした工

業団地の整備が主な事業となっている。

組織体系は、会津若松地方広域市町村圏整備組合

に主たる事務所（事務局）を置きつつ、各市町村ご

とにその区域を所轄する従たる事務所を置き、担当

区域に係る業務をそれぞれの事務所が行っている。

  会津総合開発協議会は、会津地方の急速かつ計画

的な開発を促進するため、昭和38年に設立された。

「会津はひとつ」のスローガンのもと、全会津 17

市町村の首長並びに議会議長で構成され、主に会津

地方の振興・発展に資する事業の実現のために、一

丸となって国や県に対して要望活動を実施している

ほか、構成市町村に共通する課題や事業について

も、その実現を図るための調査・研究を行ってい

る。

また、会津若松、南会津、喜多方の各広域圏単位

で構成した地方部会があり、それぞれの圏域に密着

する事業を重点的に選択し、地域の発展のため国、

県などへの働きかけを行っている。

◆組織・構成

 ・ 会員  34名…会津17市町村の首長、議会議長

 ・ 役員  会長1名、副会長4名、部会長3名、

理事若干名、監事2名

◆活動内容

 ・ 会津開発に関する国、県等関係機関に対する要

望活動

 ・ 会津開発に関する講演会及び研修会の開催

 ・ 会津開発に関する調査研究

・ 第三セクター鉄道（会津鉄道・野岩鉄道）に対

する支援に関すること

 ・ その他会津開発に関する事業 

 　会津若松地方広域市町村圏整備組合は、平成 7年

11月に会津28市町村（現在は17市町村）の創造性

と多様性に富んだ豊かな社会づくりを目指した「ふ

るさと市町村圏」の選定を受け、喜多方地方、南会

津地方とともに、「あいづふるさと基金（30 億

円）」を造成した。

あいづふるさと市町村圏協議会は、「あいづふるさ

と基金」の果実（利息）を運用する母体として平成８

年１月に設置されており、全会津 17市町村の創造的

かつ一体的な地域振興を目指した各種ソフト事業を実

施している。

◆主要事業

　 1.あいづイメージアップ作戦事業

     (1)駅カフェ発・自慢できる会津発信事業

2.地域資源活用事業

  (1)会津地域経済循環推進協議会への支援

   3.観光物産振興事業 

　　 (1)ふるさとイベント事業補助金

   4.地域密着型情報誌発行事業

　　 (1)会津ものづくりマガジン I's(あいづ)発行

   5.地域づくり、地域おこし応援事業

　　 (1)地域づくり応援事業

　　 (2)地域おこし団体交流事業への支援
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会津若松地方土地開発公社･会津総合開発協議会
あいづふるさと市町村圏協議会

会津地方市町村電子計算機管理運営協議会

会津若松地方土地開発公社･会津総合開発協議会
あいづふるさと市町村圏協議会

会津地方市町村電子計算機管理運営協議会

会津若松地方土地開発公社

会津総合開発協議会

あいづふるさと市町村圏協議会



  本協議会は、電算事務を共同で管理・執行するこ

とを目的として、昭和42年に地方自治法第252条の

2に定める協議会として設立された。

　以来、数々の事務の電算化を進め、法制度改正な

どの国の施策へ迅速に対応しながら、構成団体の効

率的な情報化の推進に取り組んできた。

　また、全国的にも先駆けて、自治体クラウドに取

り組み、平成17年度から民間のデータセンターを活

用した共同運用を行い、平成 22年度からサーバ仮想

化による共同運用を行っている。

◆沿革

昭和42年 4月　2市7町2村で発足

昭和62年 1月　会津若松市で住民情報オンライン

　　　　　　　 システム本稼動開始

平成 4年 4月　町村で共同開発、共同利用、共同

　　　　　　　 発注による住民情報オンラインシ

　　　　　　　 ステム本稼動開始

平成11年 4月　総合行政情報システムが全面稼働

平成17年 4月　会津ｉＤＣ情報システムが全面稼

働（「自治体クラウド」として

共同運用開始）

平成22年 4月　民間データセンターを活用した新

情報システムが順次本稼働を開

始（6町村は、サーバ仮想化技術

の導入による共同運用）

◆構成団体（平成28年 4月 1日現在）

・１市3町3村（会津若松市、北塩原村、磐梯町、

　湯川村、柳津町、金山町、昭和村）
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会津地方市町村電子計算機管理運営協議会
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