
新市まちづくりプラン　主な建設事業の概要

　注）本資料は、新市まちづくりプラン(素案）に記載した主要事業のうちの建設事業について、
　　各市村が優先的に実施したいと考えている主なものを整理したものです。
　　　新市における事業の実施に当たっては、本資料に整理した事業のほか、他に実施すべき事業も
　　含めて実施内容や実施時期、事業費等を精査するとともに、社会情勢や新市の財政状況、地域の
　　バランスなどを踏まえて検討した上で計画的に進めていくことになります。
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新市まちづくりプラン　主な建設事業の概要　

（基本目標１）　県南中核都市にふさわしい都市基盤の創造

番号

○八竜神市営住宅建替など 白河市

○外面住宅1号棟・2号棟改修 大信村

都市計画道路整備事業
地域間をつなぐ国・県道と白河地域中心市街地との有機
的な連携を図るため、都市計画道路の未整備区間の整備
を行う。

○都市計画道路街路整備（道場小路金勝寺線など） 白河市

身近なまちづくり支援街路事業

白河地域の中心市街地について、歩行者の安全はもとよ
り歴史的資産の保全・活用と歴史的な街並みの創出を目
的とした、歩行者中心の街路整備を行い、居住環境の向
上と街なか観光による市街地活性化を図る。

○街路整備（新蔵通りなど） 白河市

白河中央インターチェンジ建設
事業

地域経済の活性化に資するため、国道294号との接続地点
に建設･管理コストが削減可能なETC（自動料金収受シス
テム）専用のスマートICを整備する。

○白河中央インターチェンジ建設 白河市

○緊急地方道路整備事業・地方特定道路整備事業

　　（金勝寺大谷地線など）

○緊急地方道路整備事業（白坂駅十文字線）

○臨時地方道路整備事業（西三坂山1号線など）

○地方特定道路整備事業（老久保２号線[石切場三番町線]など）

白河市

○村道改良舗装整備（高萩大岡線など）

○村道二次改良舗装整備（上願八幡線など）
表郷村

○緊急地方道路整備事業（R1-1など）

○道路二次改良事業（R2-5など）

○生活道路整備事業（R2-4など）

○みなし道路整備事業（R425など）

大信村

老朽化した公営住宅の計画的な建て替えや改修、下水道
の接続等により、入居者の利便性の向上、人口定住の促
進を図る。

主要事業名 備　考提案市村
基本施策

想定内容

市街地の整備と
周辺地域の活性
化対策の推進

1

市道整備事業

道路・鉄道・バス
等交通網の整備

2

公営住宅整備事業

事業の概要

安全で円滑な交通の確保と地域間・地域内連携の利便を
図るため、幹線市道の新設・改良･拡幅・舗装等を行うと
ともに、集落内道路等の整備も行う。

（緊急地方道路、臨時地方道路、地方特定道路、その他
市道）
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新市まちづくりプラン　主な建設事業の概要　

（基本目標１）　県南中核都市にふさわしい都市基盤の創造（つづき）

番号

2
道路・鉄道・バス
等交通網の整備

市道整備事業（つづき）

安全で円滑な交通の確保と地域間・地域内連携の利便を
図るため、幹線市道の新設・改良･拡幅・舗装等を行うと
ともに、集落内道路等の整備も行う。

（緊急地方道路、臨時地方道路、地方特定道路、その他
市道）

○村道改良舗装工事（深仁井田・小学校線など）

○村道舗装工事（釜子・社線など）

○村道・農道改良舗装工事（板倉～蔭ノ原集落）

○交差点改良舗装（形見・久流線）

○村道新設改良工事（大黒町県道取付線など）

○村道改良・橋梁工事（中学校・グランド線）

東　村

3
情報通信基盤の
整備

移動通信用鉄塔施設整備事業
携帯電話不通話地域の解消を図るため、鉄塔施設を整備
する。

○移動通信用鉄塔施設整備 大信村

○臨時河川整備（原瀬川など） 白河市

○河川整備（泉川など） 大信村

（基本目標２）　心豊かに生きる力を育む教育文化の創造

番号

○図書館・市民文化ホール・生涯学習センター施設整備 白河市

○文化ホール・図書館・郷土資料展示室施設整備 表郷村

○生涯学習センター施設整備（公民館の改修） 大信村

○陸上競技場・市民プール・多目的広場・中央体育館施設等改修 白河市

○テニスコート改修・ナイター照明塔塗装・トレセン床改修等 大信村

複合文化施設整備事業

河川整備事業

基本施策
主要事業名

多様化する生涯学習・文化芸術活動などの住民ニーズに
応えるため、図書館・生涯学習センター・文化ホール等
の機能を持った複合文化施設を整備するとともに、既存
の文化施設においても不足する機能を付加し、施設間の
ネットワーク化により地域の均衡を図る。

利用者の安全と競技環境の向上を図るため、各地域の総
合運動公園内施設の改良整備等を行う。

想定内容 提案市村 備　考

河川の氾濫を防止するため、市管理の河川を整備する。
とくに平成10年に被災した河川の未整備区間を優先す
る。

事業の概要

主要事業名 事業の概要

総合運動公園整備事業

想定内容 提案市村 備　考

防災・消防・救急・
生活安全対策の
推進

4

生涯学習・スポー
ツ活動の充実

1

基本施策
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新市まちづくりプラン　主な建設事業の概要　

（基本目標２）　心豊かに生きる力を育む教育文化の創造（つづき）

番号

1
生涯学習・スポー
ツ活動の充実

聖ヶ岩ふるさとの森整備事業
北部自然共生ゾーンに位置する聖ヶ岩ふるさとの森につ
いて、野外活動施設としての機能を強化するため、バン
ガローデッキの改修等の整備を行う。

○聖ヶ岩ふるさとの森整備
　　（バンガローデッキ・遊歩道フェンス等の改修整備）

大信村

○白河第二小学校改築事業

○白河第二中学校改築事業

○白河南部中学校建設事業

白河市

○表郷幼稚園園舎新築
○表郷小学校耐震補強整備

表郷村

○大屋小学校屋内運動場改築

○大屋小学校耐震補強・改修

○信夫第一小学校屋内運動場改築

○大信中学校耐震補強・改修

大信村

○釜子小学校校舎・体育館改修

○釜子小学校進入路整備
東　村

給食センタ－整備事業
学校給食をセンター方式に対応できるようにするため、
未設置地域に給食センタ－を建設するとともに、既存施
設の修繕や食器類の更新を行う。

○給食センター建設 表郷村

○下総塚古墳整備など 白河市

○県指定天然記念物ビャッコイ自生地公有化事業 表郷村

文化財等整備・保存事業

事業の概要

地域文化の継承はもとより観光資源としての活用を図る
ため、歴史遺産など各地域にある文化財等の適切な調
査・整備・保存や天然記念物の保護を行う。

提案市村 備　考

学校教育の充実

想定内容

2

基本施策
主要事業名

老朽化した小･中学校校舎等の改築・改修や耐震補強、環
境整備等を計画的に行うとともに、3年保育や預かり保育
にも対応できる幼稚園園舎の新築等を行う。

学校施設等整備事業

地域文化の継承
と文化芸術活動
の推進

3
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新市まちづくりプラン　主な建設事業の概要　

（基本目標３）　安心して生涯を託せる健康・福祉の創造

番号

保健･福祉･医療施設の拠点整
備事業

少子・高齢社会を迎えますます多様化する福祉･介護等の
ニーズに対応するため、保健・福祉・医療の総合的な
サービスを提供する拠点整備を行い、情報と窓口の一元
化を図る。
また、保健センターと医療機関、福祉施設等とをネット
ワーク化するなど、地域の保健・福祉・医療体制の整備
を行う。

○保健・福祉・医療施設の拠点整備 白河市

診療所整備事業
地域住民の身近な医療施設として、保健センタ－に隣接
した場所に公立診療所を整備する。

○おもてごうクリニック建設 表郷村

○表郷保育所増築 表郷村

○大信村保育所改築 大信村

○東村保育所改築 東　村

（基本目標４）　豊かな自然を守り育む快適環境の創造

番号

市民の森整備事業
権太倉山や隈戸川源流など、恵まれた自然環境を有する
北部自然共生ゾーン（大信地域）に、市民が安らぐ憩い
の場として自然公園を整備する。

○市民の森整備（自然公園） 大信村

南湖公園整備事業

歴史的文化遺産であると同時に県南の貴重な観光資源と
して、市民のみならず観光客の憩いの場となっている南
湖公園について、自然環境や固有の景観を保全・保持す
るために必要な修復工事等を行うとともに、駐車場やト
イレなどの施設整備を行う。

○南湖公園整備（湖岸工事・駐車場整備・トイレ改修等） 白河市

保育所整備事業
保育環境の向上を図るため、子育て支援センター機能も
視野に入れた保育所の増築・改築等を行う。

公園・緑地・水辺
の整備

2

提案市村 備　考想定内容

児童福祉・子育て
支援対策の推進

3

基本施策
主要事業名 事業の概要

地域福祉の推進
と保健・医療体制
の充実

1

提案市村 備　考
基本施策

主要事業名 事業の概要 想定内容
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新市まちづくりプラン　主な建設事業の概要　

（基本目標４）　豊かな自然を守り育む快適環境の創造（つづき）

番号

源流ロード整備事業
隈戸川及び外面川の堤防道路を舗装し、農作業通行の利
便性の向上と地域住民の憩いの場の創出を図る。

○堤防道路舗装（隈戸川・外面川） 大信村

三ツ池環境整備事業
三ツ池のしゅんせつ・埋め立てなど、公園用地としての
環境整備を行う。

○三ツ池のしゅんせつ・埋立て・排水路整備 東　村

○白河市第四次拡張事業など 白河市
特別会計等
事業

○上水道第一次拡張事業(内松）など 表郷村
特別会計等
事業

○配水管・石綿セメント管布設、布設替（坂口・沢井線）など 東　村
特別会計等
事業

○水量拡張事業(五箇簡易水道）など 白河市
特別会計等
事業

○老朽石綿管布設替など 大信村
特別会計等
事業

公共下水道整備事業
生活環境の改善と公共用水域の水質保全を図るため、公
共下水道計画区域の未整備区域について、年次計画にも
とづき整備を行う。

○白河市公共下水道事業（白河処理区） 白河市
特別会計等
事業

○農業集落排水事業（白河北部地区）など 白河市
特別会計等
事業

○農業集落排水事業（なか地区） 表郷村
特別会計等
事業

○管路・マンホール補修工事(金山地区） 表郷村
特別会計等
事業

○アースラブ式排水処理事業（釜子・あぶくま処理場に菌体投入） 東　村
特別会計等
事業

○合併処理浄化槽の設置（関辺地区・細倉地区） 白河市
特別会計等
事業

○合併処理浄化槽の設置 表郷村
特別会計等
事業

○合併処理浄化槽の設置 東　村
特別会計等
事業

農業集落排水資源循環統合事
業

老朽化した管路やマンホールなどの改修等により、農業
集落排水施設の機能強化を図る。

浄化槽市町村整備推進事業
自然環境の保全と生活環境の向上を図るため、公共下水
道並びに農業集落排水の事業認可（採択）区域外の地域
に合併処理浄化槽を設置し、適正な維持管理を行う。

簡易水道整備事業

農業集落排水事業

ライフラインとして安定した水供給を図るため、簡易水
道施設の拡張・改良、老朽施設の更新等を行う。

居住区域内の環境衛生の向上を図るため、各地域の普及
率などにも配慮し、農業集落排水施設の計画的な整備を
行う。

ライフラインとして安定した水供給を図るため、上水道
施設の拡張・改良、老朽施設の更新等を行う。

事業の概要

上水道整備事業

公園・緑地・水辺
の整備

2

基本施策

上・下水道の整備3

提案市村 備　考想定内容主要事業名
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新市まちづくりプラン　主な建設事業の概要　

（基本目標５）　多彩な地域資源を活かした産業活力の創造

番号

○農道整備（上願）

○用排水路整備（深渡戸）
表郷村

○農道整備（大信地区など）

○用排水路整備（金畑地区など）
大信村

○農道一部拡幅（一本松・宇井線3113号）

○排水路整備（若栗・大竹地区など）

○用排水路整備（中ノ作地区など）

○ため池改修（庭渡池など）

○ため池余水吐補修（源兵ェ池）

東　村

○農道改良舗装整備（上谷地地区など） 白河市

○農道新設（開新地区） 大信村

○農道新設（板倉・東風の台公園線） 東　村

農業活性化推進事業

地域農業の活性化を図るため、農産物ブランド化のため
の支援や農産物安定供給のための農業用施設整備に対す
る助成などを行うとともに、地元産品のPRや地産地消を
促すため、生産者と消費者の交流の場を設ける。

○直売施設等整備
○大型パイプハウス整備

表郷村

2 商工業の振興 工業団地PR事業

各地域が有する分譲可能な工業団地について、県など関
係機関との連携を図りながら、新市の交通・立地条件の
優位性等を生かした積極的・効果的なPR活動を行う。ま
た、企業の受注に応じた工場用地の提供を行う。

○東村北部工業団地整備 東　村
特別会計等
事業

○道の駅建設 白河市

○道と川の駅整備 大信村

道の駅建設事業

農作業の通行や農産物等の運搬などの合理化を図るた
め、農道の新設・改良･舗装等の整備を行う。

ふるさと農道整備事業

交流人口の拡大による地域活性化を図るため、道路利用
者の休憩施設とともに地場産品や歴史･文化･物産などの
地域情報を提供･発信する地域振興施設を一体的に整備す
る。

想定内容 提案市村

農作業の通行や農産物等の運搬の合理化、水田への冠水
防止など、営農環境の向上を図るため、農道や用排水路
の整備及びため池の改修等を行う。

事業の概要

農林業の振興1

主要事業名
基本施策

観光の振興3

備　考

農業基盤整備事業
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新市まちづくりプラン　主な建設事業の概要　

（基本目標５）　多彩な地域資源を活かした産業活力の創造（つづき）

番号

会津街道・史跡めぐりルート整
備事業

歴史遺産の保全と観光資源としての活用を図るため、会
津街道の景観保持や周辺史跡の小広場としての再生、桜
並木・遊歩道の整備等を行い、観光ルート化を図る。

○会津街道及び史跡等整備・保存 大信村

きつねうち温泉整備事業
老若男女が健康増進や交流の場として訪れるきつねうち
温泉施設の充実を図る。

○東村多世代交流センター・温泉館整備 東　村

備　考事業の概要
基本施策

主要事業名

観光の振興3

想定内容 提案市村
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