
 

 

〔都市づくりの基本的な考え方〕 

誰もが安心、快適に暮

らせる都市づくり 

会津坂下の魅力・資源を

活かす都市づくり 

町民・企業・行政がみんな

で進める都市づくり 

豊かな自然・歴史環境に包まれた 暮らしやすく活力あるまち ばんげ 

 

《都市計画マスタープランとは》 
目指すべき都市の将来像を明らかにし、地域別のあるべき姿や地域の生活を支える

施設の計画などを、住民の意見を反映させながら町が総合的に定めるものです。 

今後予想される人口減少や高齢化社会の進展などの社会情勢の変化に対応し、会津

坂下町の活力と暮らしやすさを持続させるため、このほど「会津坂下町都市計画マス

タープラン」を策定しました。 

これは、おおむね 20 年後（目標年次：平成４７年度）の都市のあり方を思い描き、

都市づくりの目標を据えて、その目標に至る都市づくりの施策展開や、都市計画の決

定の基本的な方針を示したものとなっています。 

《まちづくりの総合的な課題》 

〇 安心、快適に暮らし続けられる居住環境を整える。 
〇 まちの活力を維持し、発展させる。 

〇 豊かな歴史文化・自然環境を守り、生活の基盤として活かす。 

〇 住民参加のまちづくりを進める。 

《都市づくりの目標》 

第五次会津坂下町振興計画では、“町民みんなが会津坂下を好きになるようなまちづくり

を進めること”“町に住み続けたい・移り住みたいと思えるような魅力と活力を育成してい

くこと”が重要であり、これらを“みんなで実現していきたい”としています。 

これは、総合的なまちづくりの方向性とも合致し、“町民の豊かで安全・安心な生活を

実現すること”を都市づくりの目標とすることが望ましいと考え、将来都市像と都市づく

りの施策展開の３つの柱を次のとおりとしました。 

 

 
 
 
 
 
 
 

《都市づくりの分野別基本方針》 

都市づくりの目標を実現するため、９つの分野に分けて方針を定めました。 

 

 
 
 
 
 
 

１．土地利用の方針 

当町の豊かな自然環境と古くからの都市的な集積

が調和する土地利用の枠組みを基本として、目標

となる土地利用を13に区分、配置し、適切な土地

利用誘導施策によりその実現を図る。 

２．交通体系整備の方針 

① 自動車交通に対応した道路ネットワークの整備 

② 歩行者・自転車交通を支えるネットワークと交

通環境の整備 

③ 公共交通の整備 

３．公園・緑地の整備及び緑の保全の方針 

① 公園・緑地の整備 ② 緑の保全・育成 

４．河川等の整備及び生活排水処理の方針 

① 河川等の整備 ② 生活排水処理施設の整備 
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《地域別構想》 
 地域別の将来像を次のとおりとしています。 

  

  

  

 

 
 
 

※詳しくは町のホームページに掲載しています。 

【問い合せ 建設課 都市土木班 ☎８４-１５０６】 

 

５．その他の都市施設整備の方針 

① 水道施設等の整備 ② その他の施設の整備 

６．住宅地・住環境整備の方針 

① 良好な住宅地の整備等  

② 安全・安心な住環境の整備 
７．安全な都市づくりの方針 

① 地震や火災に強い都市づくり 

② 水害や崖崩れの防止 

③ 積雪に強い都市づくり 

８．潤いのある都市づくりの方針 

①  豊 か な 水 と 緑 の 織 り な す 美 し い 自 然 景 観 の 保

全・継承 

② 歴史と伝統が息づく景観の保全・継承  

③ 良好な住宅地・集落地の景観形成 

④ 魅力と活力ある都市景観の形成 

９．環境にやさしい都市づくりの方針 

① 環境への負荷の小さな都市づくり 

② 自然環境の保全 

③ 環境にやさしい公共事業等の推進 

里里山山とと平平地地がが出出会会うう、、美美ししいい景景色色やや温温泉泉、、  
歴歴史史資資源源をを活活かかししたた活活気気ああるるままちち  若若宮宮・・川川西西・・八八幡幡  

賑賑わわいいががあありり、、多多くくのの人人々々がが暮暮ららしし・・訪訪れれるる、、会会津津坂坂下下のの中中心心  坂坂下下 

肥肥沃沃なな大大地地にに根根差差すす、、農農業業がが盛盛んんでで、、安安全全・・快快適適なな生生活活のの場場  金金上上・・広広瀬瀬  

豊豊かかなな自自然然にに抱抱かかれれ、、ゆゆっったたりりととししたた暮暮ららししとと  
歴歴史史資資源源をを活活かかししたた交交流流のの活活発発ななままちち  高高寺寺  

坂下地域 

金上・広瀬地域 

若宮・川西・八幡 

地域 

高寺地域 
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【問い合わせ　建設課　都市土木班　☎ 84-1506】

※詳しくは町のホームページに掲載しています。
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市町村対抗福島県軟式野球大会

第11回 目標はベスト４！

９月10日（日）開幕

市町村対抗福島県軟式野球大会

『ふくしまづくり、新たな挑戦で』をスローガンに第11回市町村対抗福島県軟式野球大会が郡山市ヨー
ク開成山スタジアム、福島市県営あづま球場、本宮市しらさわグリーンパーク野球場、須賀川市牡丹台
野球場の４会場で９月10日から開催されます。
県内の軟式野球レベルの向上と、市町村間の交流を図り、福島県をスポーツの力で盛り上げることを
目的として、県内全ての市町村が参加して熱戦が繰り広げられます。
江川弘樹監督は、就任４年目を迎え、チームも例年以上に若返り、３年連続の初戦突破を目指し、日々
練習を積み重ねていますので、町民の皆さまの熱い応援をよろしくお願いします。

過 去 の 成 績

会津坂下町　●０ vs １　塙　　町 
 １ 回 戦  　○６ vs ０　桧枝岐村 
 ２ 回 戦  　○６ vs １　昭 和 村 
 ３ 回 戦  　●２ vs ４　いわき市
 １ 回 戦  　○９ vs ０　大 熊 町 
 ２ 回 戦  　●４ vs ７　鮫 川 村

第８回大会
第９回大会

第10回大会

9月10日（日）第２試合　午前10時00分
福島市 県営あづま球場　対戦相手：桑折町

9月17日（日）第２試合　午前10時00分
須賀川市 牡丹台野球場　　　対戦相手：大玉村と本宮市の勝者

※天候等により変更になる場合があります。

大会日程決定

１回戦

２回戦
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市町村対抗福島県軟式野球大会

会津坂下町チーム選手紹介

会津坂下町代表チームの監督を拝命し、今年で４年目を迎える『江川弘樹』です。
過去の大会におきまして、多数の町民皆様の応援を頂きまして、感謝を申しあげ
ます。昨年は、喜多方市が優勝、会津美里町が第３位と会津勢が躍進した大会と
なり、そこに会津坂下町の名前を残せなかったことに責任を痛感しています。今
年は、大会最終日まで新聞紙面を「会津坂下町」の文字で賑わすことを目標とし、
選手はじめスタッフ一同、日々の練習や試合で汗を流しています。
さて、今年のチームは例年以上に若手主体となり、中堅やベテラン選手が良い
アクセントとなっており、チームとしてまた一段と成長しております。
また、昨年より継続して冬場から練習を開始し、各選手の技術面での進歩が見
えてきました。その練習の成果を一戦一戦に発揮し、「勝利」のためにチーム一丸
となり会津坂下町代表として戦ってまいりますので、今年も代表選手へ町民の皆様からの熱いご声援を
よろしくお願いいたします。

監督就任４年目
江 川 弘 樹 監督
（水　島）

柳田　雅彦
（新　舘）

コーチ

荒井　康之
（古坂下）

コーチ

江川　美樹
（大　江）

マネージャー

山口　聡子
（新　町）

スコアラー

古川　純平
（宇　内）

主　将

藤野　　大
（茶屋町）

副主将

佐藤　佳樹
（矢ノ目）

投　　　　手

荒井　　徹
（柳　町）

宮田　武幸
（勝　方）

捕　　　　手

渡辺　峻司
（舟　渡）

小畑　大地
（ふるさと選手）

渡辺　正樹
（緑　町）

桑原　和之
（杉）

渡部　明人
（古坂下）

内　　　　野　　　　手

内 野 手

捕　　　　手

生江　高志
（ふるさと選手）

佐藤　雅彦
（大　沢）

渡部　譲司
（ふるさと選手）

大堀　貴久
（上　町）

佐藤　翔平
（ふるさと選手）

遠藤　佑太
（塔　寺）

蓮沼　雄介
（塔　寺）

松澤　　慧
（桜木町）

古川　怜
（古坂下）

外　　　　野　　　　手

【問い合わせ　NPO 法人スポーツクラブバンビィ　☎ 83-2301（町民体育館内）】

長谷川　敦
（上金沢）

江川　秀幸
（水　島）

唐司　誠弘
（五　香）

山口　　智
（塔　寺）

馬場　佳佑
（ふるさと選手）

白井　将吾
（茶屋町）
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◆どうしてマイナンバーは必要なの？
　マイナンバー制度には、「国民の利便性の向上」、「行政の効率化」、
「公平・公正な社会の実現」という目的があります。
・国民の利便性の向上～面倒な行政手続がカンタンに！～
　添付書類の削減などができるようになります。
・行政の効率化～手続をムダなく正確に！～
　手続業務に係る時間や労力が大幅に削減されます。
・公平・公正な社会の実現～給付金などの不正受給の防止～
所得や行政サービスの受給状況を把握しやすくなります。
本当に困っている方に、きめ細かな支援を行うことができます。

◆どんな時にマイナンバーは必要なの？
　社会保障、税、災害対策の行政手続でマイナンバーが必要となります。具体的には、以下のよう
なケースで提供していただく必要があります。
・年末調整や、源泉徴収票の作成、雇用保険の手続で勤務先へ
・雇用保険の失業給付の手続でハローワークへ
・資産運用の手続で銀行や証券会社へ
・福祉や介護の手続で市区町村へ
・税の申告などの時に税務署や市区町村へ
・児童手当や出産育児一時金などの申請時に市区町村や保険組合へ
・生命保険、損害保険、共済の受取時に保険会社や組合へ
・災害時の支援制度の利用申請時に市区町村へ
・アルバイトやパートを始める時にバイト先やパート先へ

◆マイナンバーカードって、どんなカード？
身分証にもなる顔写真付きのカードです。
・マイナンバーの提示と本人確認が、これ一枚で完結できます。
　顔写真付きの身分証明書としてもお使いいただけます。
・住民票がある市区町村へ申請することでもらえます。
・発行手数料は無料です。

ご存知ですか？マイナンバー制度
～社会保障・税番号制度（マイナンバー制度）のお知らせ～

◆マイナンバーに関する問い合わせは？◆
マイナンバー総合フリーダイヤルへお問い合わせください。

0120 － 95 － 0178
平　日：午前９時 30 分～午後８時
土日祝：午前９時 30 分～午後５時 30 分

（年末年始を除く）

【問い合わせ　政策財務課　政策企画班　☎ 84-1509】

マイナンバー PRキャラクター
「マイナちゃん」
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この度、新会津坂下町農業委員会委員の任命と農地利用最適化推進委員の委嘱が行われました。
農業委員会制度の改正に伴い、10名の農業委員会委員と各地区１名ずつ計７名の農地利用最適化推

進委員が誕生しました。
第１回農業委員会総会において、会長に早川清隆氏、会長職務代理者に波多野健悟氏が選任されま
した。
農業委員会委員と農地利用最適化推進委員の任期は、共に平成29年７月20日から平成32年７月19日
までです。

この度、会長に選任されました早川清隆です。会長という職責の重さに身の引
き締まる思いです。
農業者としましては、原発事故よる農畜産物等の風評被害が１日も早く収まる
ことを強く望みます。
さて、農業を取り巻く環境も変化する中、農業委員会は農業委員と新たに設け
られた農地利用最適化推進委員とが連携して、遊休農地の発生防止と解消、担い
手への農地の集積、集約等、優良農地の確保と有効利用に向けて活動してまいり
ますので、宜しくお願い申し上げ就任の挨拶と致します。

新農業委員会委員・
農地利用最適化推進委員の紹介

早川　清隆
（高　寺）

会長あいさつ

新國　直樹
（若　宮）

武藤　　哲
（坂　下）

木村　行男
（金　上）

渡部　正八
（広　瀬）

手代木　学
（八　幡）

小畑　修一
（高　寺）

平田　　太
（川　西）

薄　　正喜
（若　宮）

波多野健悟
（坂　下）

芥川　和久
（広　瀬）

高梨　明美
（高　寺）

佐藤　忠孝
（川　西）

鈴木　寿夫
（八　幡）

鈴木　富也
（坂　下）

大竹美和子
（若　宮）

成田　嘉孝
（金　上）

— 農地に関するご相談をお受けいたします。—
[農業委員]

[農地利用最適化推進委員]

会長職務代理者



10

【問い合わせ　生活課　保険年金班（④窓口）☎ 84-1501】

国民健康保険の「保険証」が更新されます。
９月末まで（クリーム色）→ 10 月 1 日から（桃色）
新しい国保の保険証を、国保に加入されているご家族全員分をまとめて世帯主宛てに郵送（９月下旬
予定）でお届けします。現在お使いの保険証（クリーム色）の有効期限は平成29年９月30日までとなっ
ています。９月30日（土）までは現在お使いの保険証を使用し、新しい保険証（桃色）は平成29年10月
１日（日）から使用してください。（退職者医療制度の保険証の色は変わらず薄緑色です。）
10月１日以降、有効期限の過ぎた保険証は、役場窓口にお持ちいただくか、ご自分で処分していただ
くようお願いします。

【一部負担金の割合が０割の「18歳まで」とは？】
18歳の誕生日以降、最初の３月31日まで（４月１日に18歳になる方は除く）のことを指しています。
（※窓口での一部負担金は０割ですが、医療費の10割分を国保税などから支払っています。）

【妊産婦の方は「保険証」と「母子健康手帳」を提示してください】
妊娠12週の属する月から分娩の属する月までの妊産婦も、一部負担金の割合を０割としています。（※
18歳までと同様に、医療費の10割分を国保税などから支払っています。）
医療機関を受診する際は、ご自身が妊産婦であることを証明するために、保険証と併せて「母子健康
手帳」を提示してください。

【社会保険へ加入した方は国保脱退の手続きが必要です】
社会保険に加入しているのに国民健康保険の保険証が届いた方は、国保を脱退する手続きが済
んでいないと思われます。社会保険に加入したら必ず国保を脱退する手続きが必要になります。
（自動的に脱退になったり、会社側が代わって手続きをしたりすることもありません。）
ご本人またはご家族の方が役場の窓口で脱退の手続きをしてください。
（持参品：保険証、職場の健康保険の保険証、印鑑）

○新しい保険証の有効期限は平成30年９月30日
までです。（ただし、有効期限までに75歳と
なる方などはこの限りではありません。）

※社会保険に加入した方は、国保の保険証は使用できません。
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日 月 火 水 木 金 土
８/27 28 29 30 31 ９/1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 敬老の日 19 20 21 22 23  秋分の日

24 25 26 27 28 29 30

諏訪神社例大祭“坂下秋まつり”
開催のお知らせ！

今年も作物の収穫を祝う秋まつりの季節がやってまいりました！
町内を神輿渡御と稚児行列が練り歩き、坂下地区の15の自治会が、受け継がれた技と新たな発想によ

り造り上げた仮装山車は圧巻！
宵まつりは、提灯行列とライトアップされた山車が夜の街を彩り、本まつりでは、仮装した子どもた
ちがダンス等のパフォーマンスを行い、まつりを盛り上げます！
みなさまぜひお越しください！

９月16日（土）　宵まつり　
　午後６時〜　ライトアップ仮装山車

９月17日（日）　本まつり
　午前９時〜正午　神輿渡御・稚児行列
　午後１時〜４時30分
　　　　　　　　　仮装山車コンクール

問　会津坂下町観光物産協会　☎ 83-2111

９月のカレンダー ㉒などは詳細掲載ページです。　㋖はきいてくなんしょに掲載

●馬肉の日○裏 ●歯科健康相談
　フッ素塗布⑳

●４か月児健診⑳ ●幼稚園に遊び
　に来てね⑳

●司法書士等
　相談会⑱
●健やかキッズ⑳

●救急の日⑲

●市町村対抗野球
　１回戦⑥
●中野竹子墓前祭
●松平保久氏
　講演会

●水あそびを
　楽しもう⑳

●1歳６か月児
　健診⑳

●坂下秋まつり⑪
●読み聞かせ㋖
●会津の歴史と文化を
　楽しむ講座㋖

●坂下秋まつり⑪
●市町村対抗野球
　２回戦⑥

●10か月児健診
　⑳

●阿弥陀様めぐり
　㋖

●軽トラ「夕市」⑰　

●下水道
　フォーラム⑰
●第４回まちなか
　ハイキング

●町陸上記録会 ●健やかキッズ⑳ ●交通安全鼓笛
　パレード
●世界児童画展
　（〜10/2まで）

◆
ま
つ
り
日
程
◆




