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総合計画策定にあたって

町として取り組むべき重要課題

総合計画の構成と期間

町の活力の維持

基本構想

人口減少や少子高齢化という課題を克服し、産業

基本構想は、長期を見通し、社会経済状況等の短

の成長力強化と雇用の創出、出会い・結婚・出産・

期的な状況の変化にとらわれない町の将来像（ビジ

子育てまでの支援の充実・強化に加え、誰もが健康

ョン）や実現すべき地域社会や価値を示すものです。

で安心して暮らせる取り組みが求められています。

基本構想の計画期間は、平成 28 年度（2016 年

特に、地域特性を活かした産業の維持・拡充や新

度）から令和７年度（2025 年度）までの 10 年間

たなビジネスモデルの創出により、それを稼げる産

とします。

業に成長させることが重要です。
また、本町の人口減少の大きな要因は、高校卒業

基本計画（後期）

後の就職や大学等への進学、さらには、大学卒業後

基本計画は、基本構想と行政の事務事業をつなぐ

の就職の機会に、若者が大都市圏へ移動することに

計画であり、社会経済状況や国の制度の変化等に柔

あり、それが結婚や出生数の減少にもつながるため

軟に対応するとともに、基本構想の実現に向けて実

です。そのため、将来にわたり成長力を確保し、地

施する施策や主な取り組みを示すものです。

域の活力を維持することが重要課題です。

基本計画の計画期間は５年間とし、平成 28 年度
（2016 年度）から令和２年度（2020 年度）まで

美しい町土・安全で住みやすい環境の維持

の前期基本計画に続き、後期基本計画の計画期間は、
集落や農地を維持し、里山、山林等の自然環境を

令和３年度（2021 年度）から令和７年度（2025

保全することにより、誰もが安心して住み続けられ

年度）までとします。

る環境づくりが重要課題と捉えています。
年
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第２次総合計画
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第３次総合計画

また、子どもから高齢者まで「わがまち」の魅力
を感じながら生活できる環境を整え、本町にしかな
い文化や歴史、街並み等の地域資源の魅力を活用し

基本構想

たまちづくりが求められています。
第３次総合計画
前期基本計画

第３次総合計画
後期基本計画

特に、子育て世代や高齢者が安心して住み続ける
ための、良好で快適な住環境と安心で安全な生活環

総合計画の期間

境の整備や機能強化が重要となっています。
さらに、大規模自然災害や新たな感染症流行等の

総合計画の評価と進捗管理

様々な危機を直視して、平時からの災害等への備え
をもつことが、喫緊の重要課題です。

総合計画の進捗管理にあたっては、第２次総合計

町の未来を担う人材の確保

画と同様に、成果重視の効果的かつ効率的な行政経
営を実施していくための仕組みとして「行政評価」

町が持続的に発展していくためには、中長期を見

を活用し、各施策については具体的な成果を図るた

据えた若い世代の人材育成に加え、人口減少や高齢

めの指標と目標値を設定します。毎年度、達成状況
を評価し、評価結果に基づく適切な改革・改善を実

化の進行による地域課題の解決に、地域自らが主体

施し、次年度以降の行政経営に反映させていきます。

的に取り組む人材育成が重要課題と捉えています。

また、引き続き、評価結果は町ホームページ等で公

特に、未来を担う子供たちが誰一人として取り残

表することにより、町民の立場に立った行政経営の

されないよう、
「知・徳・体」バランスの取れた子ど

実現と透明性の確保を図ります。

もたちを育てることが重要であり、そのためには、
より充実した教育体制や教育環境の整備が大切です。

1

まちの将来像

推計人口及び目標人口
平成 27 年（2015 年）の国勢調査の人口を基準
に、令和２年（2020 年）の国勢調査の人口を推計

まるごと いいね！ 会津美里

するとともに、国立社会保障・人口問題研究所の推
計人口に準拠※して、令和７年（2025 年）の本町

～人咲き 花咲き 文化輝く
希望あふれる未来へ ～

の人口を推計しました。
その結果、本町の人口は、令和７年（2025 年）
年には 17,810 人と推計されます。

本町は、田園に囲まれた市街地や集落、中山間地

推計した人口のまま推移した場合、人口減少と高
齢化が非常に厳しい状況となることが予測されます。

の集落がある一方、広大な山林が広がり、人の営み

このため、第３次総合計画において、政策・施策

と豊かな自然が調和したまちです。会津の歴史が始

及び重点プロジェクトに戦略的に取り組むとともに、

まった土地であり、古くからの歴史や文化を持つと

「会津美里町まち・ひと・しごと創生人口ビジョン・

ともに、大沼郡の中心であったことから公共公益施

総合戦略」と連携した取り組みを推進し、人口減少

設が立地し、さらに、会津地方の中心都市である会

に歯止めをかけていきます。

津若松市に隣接しており、道路網の利便性も高いこ
とから、暮らしやすい生活環境が形成されておりま

多様な取り組みを戦略的に実施することにより、
令和７年の目標人口を 18,164

人以上とします。

す。
一方で近年は人口の減少、少子高齢化が進み、町

なお、第３次総合計画策定時の目標人口 17,010

の活力が失われつつあります。このような状況のな

人以上を上方修正します。

かで、いま一度、町民が町の資源や環境の良さを見
つめ直し、活性化に取り組むことにより、町民が誇
りの持てるまちづくりを目指します。
そのため、町の内外から「いいね！」と言われる
ことを目標とし、
「まるごと

いいね！

会津美里」

という言葉を将来像として掲げます。
そして、将来も町民（人）が生き生きと暮らし、
市街地・集落と豊かな自然が調和した魅力的な環境
（花）を維持し、歴史や文化（文化）を発信するこ
とにより、魅力的な町になることを願い、また、人
口減少に歯止めをかけ、将来の会津美里町に「希望」
が持てることを目指して「人咲き

目標人口

く

花咲き

文化輝

希望あふれる未来へ」という副題を掲げます。

※国立社会保障・人口問題研究所の推計人口に準拠
厚生労働省の人口等に関する調査研究機関である国立社会保障・人口問題研究所は、国・都道府県・市町村の将来人口を毎年推計してい
ます。そのため、第３次総合計画後期基本計画の策定にあたっては、国や県の推計人口と整合させるため、国立社会保障・人口問題研究
所の推計人口に準拠しています。
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第３次総合計画の政策体系

政策

生涯学習の充実

生涯スポーツの充実

地域文化の振興

地域活動の推進

多様な交流と連携の推進

事務事業

事務事業

事務事業

事務事業

事務事業

事務事業

い い ね ！ プ ロ ジ ェ ク ト

政策実現のための基盤

子ども教育の充実

事務事業

事務事業

商工業の振興

事務事業

町民参加の推進

観光の振興

事務事業

事務事業

林業の振興

事務事業
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効率的な行政運営

農業の振興

事務事業

人づくりプロジェクト （人材育成）

事務事業

支えあい尊重される社会の実現

事務事業

重点プロジェクト

里づくりプロジェクト （環境整備）

健全な財政運営の推進

障がい者福祉の充実

事務事業

事務事業

子育て支援の充実

交通安全・
防犯体制の充実

事務事業

事務事業

防災・
消防体制の充実

事務事業

高齢者福祉の充実

交通体系の充実

事務事業

事務事業

生活基盤の整備

事務事業

事務事業

保健体制の充実と医療の確保

目的・手段

自然・
生活環境の保全

施策

元気づくりプロジェクト （人口減少対策）

町民に
信頼される
行政の推進
魅力と
個性のある
地域づくり
学びあい
未来を拓く
人づくり
元気と
賑わいのある
産業づくり
健やかで
人にやさしい
まちづくり
安全で
安心な
暮らし
自然に
配慮した
環境づく

～
希望あふれる未来へ
文化輝く
花咲き
人咲き
～

会津美里
いいね！
まるごと

行政改革大綱

目的・手段

重点プロジェクト
政策の柱に加えて、各部門が連携して施策を推進すべき重点プロジェクトを位置づけます。重点プロジェク
トは、それぞれのテーマについて、部門をまたいで戦略的に取り組むものとし、町民や事業者、ＮＰＯ法人や
各種団体との協力・連携のもと、施策を推進するとともに、民間活力の積極的な活用を図ります。

元気づくりプロジェクト（人口減少対策）
人口減少を克服し、将来にわたって成長力を確保・維持するため、
観光、農業、製造業の主要産業などでは、地域特性を活かして域外
から稼ぎ地域の隅々まで循環されることにより、地域経済を強くし、
安心して働けるように活気あるまちづくりの実現を目指します。ま
た、出会い・結婚・出産・子育ての希望をかなえ、生活面の充実を図
るとともに、町民が生涯を通じて健康で安心して暮らし続けられる
「暮らしやすさ」を追求し、地方の魅力を育み、ひとが集う地域を構
築することを目指します。
さらに、高校卒業後や大学等卒業後、地元に就職できるよう安定
した雇用の創出や、地域外からの交流の入口を増やすため、関係人
口※の創出・拡大を活発化させ、新しい人の流れをつくる取り組み
を強化します。

里づくりプロジェクト（環境整備）
誰もが安心して住み続けられるよう、自然環境の保全や市街地や集落における生活環境の維持・向上を図り、
快適で安全安心な環境づくりを進めます。また、町民がまちの魅力を感じて生活できるよう、本町にしかない文
化や歴史、街並み等の地域資源を磨き上げ、新たな魅力創出によるまちづくりを目指します。
さらに、若者の移住・定住を促す仕組みづくりや生活に必要な機能が整った都市環境の整備等を進めるととも
に、近年発生している大規模自然災害に加え、新たな感染症の流行等に備えるため、予断を持たずに最悪の事態
を念頭に置き、災害に強いまちづくりを目指します。

人づくりプロジェクト（人材育成）
子どもたちが自らの未来を切り拓くために必要な「確かな学力」
「豊かな心」「健やかな体」をバランス良く育て、一人ひとりの個性
や能力に応じたきめ細やかな教育を一層推進するとともに、郷土
への誇りと愛着を醸成するため、地域の歴史や文化、風土を踏ま
えた特色ある教育にも力を入れていきます。
さらに、自主的にまちづくりや町民活動に取り組む人材を育
成・確保し、活動の輪を広げていきます。そのため、町民一人ひと
りがまちづくりに対する関心を高め、具体的な活動につなげるた
めの情報発信や学習機会の提供など、多様な人材が育ち、活躍で
きる取り組みを一層推進します。

※関係人口

移住した「定住人口」や観光に来た「交流人口」でない、地域や地域の人々と多様に関わる者
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政策１ 自然に配慮した環境づくり
1-1 自然・生活環境の保全
施策の目的

成果指標と目標値

対象
目指す状態
町域 人と自然の共生環境がさらに良好になっている

成果指標
２・３年前と比べて自然環境が良くなっていると感じてい
る町民の割合
地域 環境にやさしいライフスタイルの輪が広がっている
環境に気をつかった生活をしている町民の割合
町民 資源を大切にし、ごみを削減する意識が高まってい 町から排出される町民あたりの生活系一般廃棄物の量
る
（資源ごみを除く)

現状値

方向性 目標値

59.3%

増加

61.1%

80.3%
267
kg/人

増加

81.9%
222
kg/人

減少

前期基本計画の検証
町民の環境に対する意識が向上しているとみられることは一定の成果として評価できますが、一般廃棄物の総量は年々減少しているものの、町民
あたりでは横ばいの状況にあり、廃棄物削減への取り組みを一層強化する必要があります。

期間中の町の主な取り組み
■ごみの排出抑制や分別、多量ごみ排出時の資源ごみ分別の展開

課題解決のための町民等の役割
■町民…ごみを出さない工夫などライフスタイルの転換

1-2 生活基盤の整備
施策の目的

成果指標と目標値

対象
目指す状態
町域 必要な生活基盤が整っている

成果指標
現状値 方向性 目標値
住んでいる地域において生活に必要な基盤が整ってい
59.8% 増加 65.5%
ると考える町民の割合
町民 生活基盤を有効に活かした豊かで活気のある生活を 汚水処理人口普及率
68.9% 増加 75.5%
送っている

前期基本計画の検証
公園や町営住宅の供給は計画的に進められ、生活基盤に対する町民の評価も高い状況ですが、公共下水道等への接続及び合併処理浄化槽の設置
や空き家・空き店舗の有効活用を促進することが必要です。

期間中の町の主な取り組み
■空き家・空き地バンクの活用の促進と所有者等適切な助言・指導
を行い自主的な適正管理を促進

課題解決のための町民等の役割
■町民・事業所…適正な建築と所有する建築物等の適正な管理

1-3 交通体系の充実
施策の目的

成果指標と目標値

対象
目指す状態
成果指標
現状値 方向性 目標値
町域 地域を結ぶ安全で快適な交通環境が整備・維持されて 町内の道路での移動に不便を感じている町民の割合
34.5% 減少 30.5%
いる
町民 交通弱者にもやさしい交通機関を利用して盛んに移動 公共交通での移動に日常的に不便を感じる町民の割
13.1% 減少
8.6%
している
合

前期基本計画の検証
交通環境に不便を感じている町民は少ない状況にありますが、すべての人が安全で安心に利用できる道路環境の整備・保全と、将来にわたり便利
で持続可能な公共交通網の形成と利用促進に取り組む必要があります。

期間中の町の主な取り組み
■関係機関と連携した公共交通体系の構築と利用促進

課題解決のための町民等の役割
■町民…公共交通の積極的な利用

※「計画期間中の町の主な取組み」及び「施策の目標達成のための町民等の役割」については、掲載の都合上、計画の一部を記載しております。
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政策２ 安全で安心な暮らしづくり
2-1 防災・消防体制の充実
成果指標と目標値

施策の目的
対象
目指す状態
地域 地域ぐるみの減災体制が整っている
町民 防災の意識が高まり、災害への備えが浸透している

成果指標
自治区あたりの自主防災組織率
災害等の発生に対する備えができている割合

現状値 方向性 目標値
9%
増加 45.0%
34.4% 増加 39.4%

前期基本計画の検証
消防団の組織力の低下は喫緊の課題であり、その対策を講じるとともに、災害発生時の町民の備えや自主防災組織の設立など、自助・共助の防災
体制を強化することが必要です。

期間中の町の主な取り組み
■国土強靭化の観点からのハード対策とソフト対策による効果的
な施策の推進

課題解決のための町民等の役割
■町民…災害の発生に備え、被害の防止や避難の準備

2-2 交通安全・防犯体制の充実
施策の目的
対象
目指す状態
町域 事故や犯罪を防止する環境になっている
地域 地域ぐるみの防犯体制が整っている
町民 事故や犯罪に遭わない・起こさない意識が浸透している

成果指標と目標値
成果指標
交通事故（人身事故）の発生件数
防犯に気を使った生活をしている町民の割合

現状値 方向性 目標値
21 件 減少
16 件
84.1% 増加

86.3%

前期基本計画の検証
交通事故や犯罪の防止については継続的な取り組みにより一定の成果は出ていますが、近年の高齢者による交通事故や特殊詐欺犯罪の増加を踏
まえた安全対策が必要です。

期間中の町の主な取り組み
■交通安全の意識啓発と児童生徒への教育環境の整備、高齢者の
運転免許自主返納支援や各種啓発活動の推進

課題解決のための町民等の役割
■町民…各種法令や交通マナーを遵守し、家庭では子どもへの交通安全教
育を行う

※「計画期間中の町の主な取組み」及び「施策の目標達成のための町民等の役割」については、掲載の都合上、計画の一部を記載しております。
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政策３ 健やかで人にやさしいまちづくり
3-1 保険体制の充実と医療の確保
施策の目的

成果指標と目標値

対象
目指す状態
成果指標
地域 健康づくりの輪が広がっている
保健体制の充実と医療の確保に関する満足度
町民 健康や病気予防の知識と意識が高まり、日頃から健康 特定健康診査受診率
づくりに取り組んでいる

現状値 方向性 目標値
78.6% 増加 82.7%
51.2%

増加

62.0%

前期基本計画の検証
健康・医療に関する情報提供や相談窓口での対応などにより町民の健康づくりを支援してきましたが、自主的な健康づくりや健康管理、子どもや保
護者の健康づくり、こころの健康の理解への取り組みは重要課題です。

期間中の町の主な取り組み
■生活習慣病の発症予防と町民の自主的な健康づくりの支援

課題解決のための町民等の役割
■町民…自主的な健康づくりや健康づくりの事業等への参加

3-2 高齢者福祉の充実
施策の目的

成果指標と目標値

対象
目指す状態
成果指標
町民・地域 近所の高齢者を地域で見守っている
認知症サポーターの数
高齢者 健康の維持に努めるとともに、積極的に社会参加 要介護の高齢者の割合(要支援を除く)
している

現状値 方向性 目標値
4,610 人 増加 5,879 人
16.7%

維持

16.7%

前期基本計画の検証
今後の団塊の世代が後期高齢者になり需要が増加することへの対応も含め、高齢者福祉サービス・介護サービスの充実を図るとともに、介護予防
や認知症の早期発見・治療などの取り組みを強化する必要があります。

期間中の町の主な取り組み
■高齢者の介護予防事業の強化と居場所づくり

課題解決のための町民等の役割
■町民・地域…日頃から高齢者の見守り

3-3 子育て支援の充実
施策の目的
対象
目指す状態
町民・地域 地域全体で子どもを見守り、地域で子どもを育て
るという意識を共有している
保護者 子育てにかかる不安や負担が軽減され、安心して
子育てをすることができている
子ども 必要な教育・保育が適切に提供されている

成果指標と目標値
成果指標
現状値 方向性 目標値
子育てしやすい環境（育児や保育など）のまちだと思う
72.8% 増加 82.6%
町民の割合
この地域で子育てをしたいと思う親の割合
95.5% 増加 100.0%
（年度当初の）認定こども園等の待機児童数

0人

維持

0人

前期基本計画の検証
こども園化や児童クラブの対象年齢の拡大に取り組んできましたが、今後もさらに子育てしやすい環境づくりに取り組む必要があります。また、老
朽化した施設の改築などの整備も必要となります。

期間中の町の主な取り組み
■子育て支援センターのサービス向上と支援拠点の機能の充実

課題解決のための町民等の役割
■町民・地域…地域全体で子どもを育て、子ども達を見守る

7

3-4 障がい者福祉の充実
施策の目的
対象
目指す状態
町民・地域・ 障がい者への理解が浸透し共生している
事業所
障がい者 積極的に社会参加しつつ自立した生活を過ごし
ている

成果指標と目標値
成果指標
現状値 方向性 目標値
障害者総合支援法によるサービス利用者の障害者手帳
11.7% 増加 13.3%
所持者に占める割合
地域生活支援事業利用者の障害者手帳所持者に占め
10.2% 増加 11.8%
る割合

前期基本計画の検証
障がい者やその家族のニーズを踏まえ、関係機関と連携した障がい者の社会参加と自立した生活に向けた取り組みを継続する必要があります。

期間中の町の主な取り組み

課題解決のための町民等の役割

■障がいのある方の自立した日常生活又は社会生活のための支援

■福祉サービス事業者…「在宅サービス及び施設サービス」の安定供給

3-5 支えあい尊重される社会の実現
施策の目的
対象
目指す状態
地域・事業所 あらゆる人権が尊重され多様な人々が共生して
いる
事業所
男女共同参画推進まちづくり行動計画を理解
し、男女がともに働きやすい職場環境づくりに
取り組んでいる

成果指標と目標値
成果指標
現状値 方向性 目標値
必要な時に隣近所や地域で支えあって生活している町
73.6% 増加 76.1%
民の割合
男女共同参画推進まちづくり行動計画を知っている事
業所の割合
36.7% 増加 42.2%

前期基本計画の検証
地域での支えあいは維持されていますが、各種ハラスメントや人権の侵害などについては、増加傾向にあり、啓発活動や相談窓口の充実などの取
り組みを強化する必要があります。

期間中の町の主な取り組み
■町民同士では支えきれない悩みや問題に対応する地域福祉推進
の体制づくり

課題解決のための町民等の役割
■関係団体…関係機関が連携した地域福祉推進の体制づくり

※「計画期間中の町の主な取組み」及び「施策の目標達成のための町民等の役割」については、掲載の都合上、計画の一部を記載しております。
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政策４ 元気と賑わいのある産業づくり
4-1 農業の振興
成果指標と目標値

施策の目的
対象
目指す状態
農業者 選ばれる農産品を生産し活力ある農業経営が営まれて
いる
農地 生産性の高い農地が保全されている
町民 町内農産物を食べておいしさを実感し情報発信している

成果指標

現状値

認定農業者数

方向性

目標値

259 人 減少抑制 254 人

農業振興地域内の耕作放棄地
農産物加工に取り組んでいる農家数

62ha 増加抑制 65ha
19 戸
増加
26 戸

前期基本計画の検証
新規の認定農業者は増加しているものの、高齢化等にともない離農者も増加し、得意産業である農業は厳しい状況にあり、農業所得の向上のため
にも、六次産業化や農産物のブランド化、複合経営などへの取り組みを促進する必要があります。

期間中の町の主な取り組み

課題解決のための町民等の役割

■六次産業化や農産物のブランド化の支援と販路の拡大

■農業者…新技術の導入や付加価値の高い農産物の生産、効率的な生産、
複合経営

4-2 林業の振興
成果指標と目標値

施策の目的
対象
森林

目指す状態
成果指標
良好な森林の自然環境と施業環境が維持 森林保全を目的とした施業面積
されている
特用林産物生産者 安定した生産が行われている
生しいたけの生産量
森林施業者
安定した施業・生産・流通が行われている 木材生産量

現状値

方向性

目標値

206ha

増加

277ha

37,800kg
6,023m3

増加
増加

54,100kg
6,625 m3

前期基本計画の検証
林業は年々衰退しており、自然環境の保全の面からも健全な森林空間を維持することが必要です。また、特用林産物の生産と出荷も低迷しており、
生産性向上の支援が必要です。

期間中の町の主な取り組み

課題解決のための町民等の役割

■林道の開設や維持管理、木材加工流通施設の整備や高性能林業
機械の導入等の支援

■事業所…林業事業に係る施設や機械の整備

4-3 観光の振興
施策の目的

成果指標と目標値

対象
目指す状態
成果指標
観光関連事業者 連携しながら戦略的な観光事業に取り組み 町内施設宿泊者数
成果をあげている
町民・地域
おもてなしの心が醸成され積極的に観光客 観光ガイドの回数
に接している
観光客
多くの人が訪れ、また来たいと思ってくれる 観光消費額

現状値

方向性

目標値

16,155 人

増加

16,600 人

78 件

増加

89 件

15,305 万円

増加

17,000 万円

前期基本計画の検証
観光まちづくりに対する町民の意識も高まりつつありますが、魅力化や受入体制の充実、誘客活動は十分な状況ではなく、観光推進体制を強化す
る必要があります。

期間中の町の主な取り組み
■観光まちづくりの体制の確立及び観光消費額の増加

課題解決のための町民等の役割
■団体（事業者）…地域の資源や機能を最大限の活用
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4-4 商工業の振興
成果指標と目標値

施策の目的
対象
目指す状態
商工業者 経営改善し担い手や雇用を確保している
町民 就業の場が増えている

成果指標
商工業事業者数
創業者数

現状値 方向性 目標値
775 人 減少抑制 770 人
2件
増加
13 件

前期基本計画の検証
地元の商業店舗数は年々減少しており、商工会等と連携し、質の高い雇用の場の提供と地元商品の販売促進など、商店街等の活性化に取り組む必
要があります。

期間中の町の主な取り組み
■市街地の賑わい創出など商工業環境の充実と商店街の活性化

課題解決のための町民等の役割
■町民…商店街等のイベント参加や町内商店等の利用

※「計画期間中の町の主な取組み」及び「施策の目標達成のための町民等の役割」については、掲載の都合上、計画の一部を記載しております。
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政策５ 学びあい未来を拓く人づくり

5-1 子ども教育の充実
施策の目的

成果指標と目標値

対象
目指す状態
学校 子どもに質の高い教育を行っている

成果指標
標準学力検査（N・R・T）の偏差値（小学６年生）
標準学力検査（N・R・T）の偏差値（中学３年生）
子ども 「知・徳・体」バランスのとれた人間性と社会 肥満傾向の割合
性を身につけている
将来人の役に立つ人間になりたいと思う生徒の割合
（中学３年生）

現状値
53.1
50.2
12.2%
69.4%

方向性
向上
向上
減少
増加

目標値
54.0
52.0
9.9%
75.0%

前期基本計画の検証
多くの子どもたちは健全に成長していますが、複雑化する社会の中で教育現場においては、学習指導要領の変更もあり、指導力のある教員などの
確保や施設・設備の充実が必要です。

期間中の町の主な取り組み

課題解決のための町民等の役割

■「みさとの教え」や「みさとの学び」の実践や体験学習と幼児期の健
康な体づくり

■家庭…基本的な生活習慣を身につけさせる

5-2 生涯学習の充実
成果指標と目標値

施策の目的
対象
目指す状態
地域 町民が生涯学習に参加する機会を継続して提供している
町民 日頃から自主的学習に取り組んでいる

成果指標
生涯学習講座に参加している町民の割合
目標を持って学習を行っている町民の割合

現状値 方向性 目標値
37.7% 増加 38.0%
40.0% 増加 42.0%

前期基本計画の検証
町民自らの生涯学習への取り組み状況が伸び悩んでいることから、新公民館体制を機に町民ニーズに適した生涯学習プログラムの提供や仕組みづ
くりに取り組むことが必要です。

期間中の町の主な取り組み

課題解決のための町民等の役割

■町民の交流の場の提供や豊かな心が育まれる生涯学習機会づくり

■町民…自ら進んで学習し、学習成果を地域づくりに活用

5-3 生涯スポーツの充実
施策の目的
対象
目指す状態
地域 町民がスポーツに参加する機会を継続して提供している
町民 日頃から健康維持と体力向上に励んでいる

成果指標と目標値
成果指標
スポーツ施設の利用者数
実際にスポーツを行っている町民の割合

現状値
方向性
目標値
119.87 千人 増加 120.22 千人
35.1%
増加
41.8%

前期基本計画の検証
個人的な健康への意識や、運動やスポーツへの取り組みは高まっていますが、さらに町民が参加しやすい環境づくりや参加機会の充実が必要です。

期間中の町の主な取り組み

課題解決のための町民等の役割

■生涯スポーツの課題認識と多くの町民が気軽に参加できる環境づくり
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■町民…健康維持と体力向上のために目標を持って運動

5-4 地域文化の振興
施策の目的
対象
目指す状態
文化財・地域 適切に保存され、その価値を損なうことなく活用
の歴史文化 されている
地域
地域の歴史文化に魅力を感じ、保存・継承している
町民

地域の歴史文化を学び、その魅力を情報発信して
いる

成果指標と目標値
成果指標
町内文化財の保存・活用事業の件数

現状値

方向性

目標値

131 件

増加

207 件

地域の歴史や文化財に親しむ機会を持った方
1.25 千人
の人数
町の歴史文化に興味・関心のある町民の割合
10.2%

増加 1.57 千人
増加

18.5%

前期基本計画の検証
地域の歴史文化に触れる機会（講演会等）を利用する町民は高齢者の割合が高いため、今後の歴史文化の継承を考慮すると、若い世代への魅力や
継承の意義の発信が必要です。

期間中の町の主な取り組み
■『会津美里町歴史文化基本構想』に基づく文化財を有効に活用し
たまちづくり

課題解決のための町民等の役割
■地域・団体…文化財の保護・保全への協力と伝統芸能等の保存継承

※「計画期間中の町の主な取組み」及び「施策の目標達成のための町民等の役割」については、掲載の都合上、計画の一部を記載しております。
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政策６ 魅力と個性のある地域づくり
6-1 地域活動の推進
施策の目的
対象
目指す状態
地域 地域の盛んなコミュニティや活動が維持されている
町民 地域活動に積極的に参加している

成果指標と目標値
成果指標
地域活動の推進に満足している町民の割合
地域活動に参加している町民の割合

現状値 方向性 目標値
53.8% 増加 61.1%
54.0% 増加 59.7%

前期基本計画の検証
地域活動に参加している町民の割合は増加傾向にありますが、人口減少や地域コミュニティの希薄化により、これまでの地域活動を維持するために
特定の住民に負担がかかっている状況であり、さらなる参加の促進や地域間連携による補完が必要です。

期間中の町の主な取り組み
■まちなか再生と地域づくり活動が安定的・持続的に展開できる
人材の育成・確保・活躍や「地域おこし協力隊」による地域協力
活動

課題解決のための町民等の役割
■町民・地域…地域課題を的確に把握し、解決に向けて町と協働で取り組む

6-2 多様な交流と連携の推進
施策の目的
対象
地域

目指す状態
他の地域との盛んな交流や連携が維持されてい
る
町民
本町を愛し定住する町民が増えている
町民（若い世代） 結婚・出産の希望がかなえられている
町外住民
本町に魅力を感じて移住する人が増えている

成果指標と目標値
成果指標
多様な交流と連携の推進の町民満足度

現状値
58.5%

方向性
増加

目標値
68.2%

人口における社会動態（転入－転出）
年間出生者数
移住・定住相談窓口を通じた移住世帯数

-58 人 減少抑制 -30 人
113 人 減少抑制 100 人
26 世帯
増加
65 世帯

前期基本計画の検証
移住者の増加などにより都市間交流や観光などの交流人口も維持され社会動態は微減となっていますが、加速する人口減少に対してさらなる取り
組みが必要です。

期間中の町の主な取り組み

課題解決のための町民等の役割

■若者の会津管内での就業促進や町内への定住支援と移住定住環境
の提供

■団体…交流機会を企画し、積極的な民間レベルの交流を図る

※「計画期間中の町の主な取組み」及び「施策の目標達成のための町民等の役割」については、掲載の都合上、計画の一部を記載しております。
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行政改革大綱

成果指標と目標値

施策の目的
対象
目指す状態
町の財政 健全な財政運営が維持されている
公共施設 整理統廃合が進められ財政負担が軽減されている

成果指標
経常収支比率
実質公債費比率
将来負担比率

現状値 方向性 目標値
90.4% 増加抑制 91.8%
5.6%
減少
5.2%
0.0% 増加抑制 39.2%

前期基本計画の検証
実質公債費比率は減少していますが、経常収支比率は増加しており、合併による交付税の特例措置も令和 2 年度で終了することから、さらに厳しい
財政状況が予想され、コスト削減や自主財源の確保などによる財政の健全化に取り組む必要があります。

期間中の町の主な取り組み

課題解決のための町民等の役割

■町が保有、管理する公共施設を整理し、売却等による財源確保や
維持管理経費の削減

施策の目的
対象
目指す状態
行政 効果的な行政サービスを提供している
行政 効率的な体制で運営されている

■町民・事業所…町の財政に対し関心を持つ

成果指標と目標値
成果指標
現状値 方向性 目標値
職員が町民の立場に立った対応を行っていると考える町民の割合 56.0% 増加 65.5%
町民がムダのない行政サービスが提供されていると考える割合 44.5% 増加 62.9%

前期基本計画の検証
町民に信頼される行政運営を推進するためには、ICT※や IｏＴ※の活用などにより、より一層の効率化に取り組むことが必要です。

期間中の町の主な取り組み

課題解決のための町民等の役割

■ＩＣＴを活用した行政運営の効率化と行政サービスの効率化

■町民・地域・事業所…行政活動に関心を持ち、行政に対し意見・提案

※ICT Information & communication Technology の略で情報通信技術のことです。
※IoT Internet of Things の略でコンピューター以外の多種多様な「もの」がインターネットに接続
され、相互に情報をやり取りし、制御する仕組みのことです。

施策の目的
対象
目指す状態
町民 知りたい町の情報が得られている
町民 行政のまちづくりに意見を言っている
町民 町民ニーズがまちづくりに反映されている

成果指標と目標値
成果指標
必要な情報が提供されていると考える町民の割合
まちづくりに対して意見を言う機会があると考える町民の割合
町民ニーズがまちづくりに反映されていると考える町民の割合

現状値
71.4%
43.3%
45.6%

方向性
増加
増加
増加

目標値
75.0%
50.0%
55.0%

前期基本計画の検証
町民参加条例の制定など町民がまちづくりに参加するための機会や仕組みを構築しましたが、町民のまちづくりへの参加意識や参加状況は十分で
はないことから、町民の立場に立った町民参加機会の提供や制度の普及啓発の充実が必要です。

期間中の町の主な取り組み

課題解決のための町民等の役割

■行政情報の適切な管理と町民にわかりやすい情報の効率的・効果的発信
■町民参加の機会の提供と町民の声をいかした町民主体のまちづくりの推進
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■町民…自主的・自発的にまちづくりへ参加
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