
主要な施策の成果（「汗動・協働・創造」枠事業）



【汗動・協働・創造枠】 （単位：千円）

款 　２款　総務費

事業名 地域活力再生に向けたシンポジウム開催経費

担当課 　企画調整課

決算額

財源内訳

国県支出金 寄附金 一般財源

10,500 8,000 2,500

説　　　　　明

復興基金
繰入金

震災復興
特別交付税

○　地元経済界やまちづくり団体等で協働で実行委員会（新生日本・再生故郷実行委員会）を設立し、
　地域活力再生に向け、地域経済の活性化や震災復興、さらには地域社会の再構築を目指すための
　シンポジウムを開催しました。

　１．シンポジウム事業

　　（1)「新生」日本と「再生」故郷シンポジウム～会津からプラチナ社会の実現を目指して～
　　　　・開催期間　平成24年4月27日～平成24年4月28日
　　　　・参加人数：約400名
　　　　・開催内容
　　　　第1日目
　　　　・基調講演「世界規模の資源循環型・高齢少子化社会の到来」
　　　　　　講師：小宮山 宏 氏 （プラチナ構想ネットワーク会長・株式会社三菱総合研究所理事長）
　　　　・パネルディスカッション「新生日本とダイバーシティパワー」
　　　　　　コーディネータ:小宮山 宏 氏
　　　　 　 パネリスト：秋山 弘子 氏 （東京大学高齢社会総合研究機構特任教授）
　　　　                髙橋 伸彰 氏 （立命館大学国際関係学部教授・同大学国際地域研究所長）
　　　　・プラチナ構想を実現している事例の紹介
　　　　　　①木質バイオマスの利活用による地域活性化に向けて
　　　　　　　発表者：齋藤 大輔 氏 （グリーン・サーマル株式会社専務取締役）
　　　　　　②地方における教育改革とその成果
　　　　　　　発表者：日渡 円 氏 （兵庫教育大学大学院学校教育研究科教授）
　　　　　　③循環型社会の構築を目指して
　　　　　　　発表者：坂内 孝浩 氏 （会津若松市菜の花フェスティバル実行委員会事務局）

　　　　・講演「新島八重の生涯－私らしく生きる－」
　　　　　　講師：山下 智子 氏 （新島学園短期大学キャリアデザイン学科准教授）
　　　　・パネルディスカッション「期待される女性パワー」
　　　　　　コーディネータ：秋山 弘子 氏 （東京大学高齢社会総合研究機構特任教授）
　　　　　　パネリスト：井原 理代 氏 （香川大学名誉教授）
　　　　　　　　　　　　篠田（保科） 真貴子 氏 （株式会社東京糸井重里事務所取締役CEO）　　　　
　　　　　　　　　　　　新城 希子 氏 （末廣酒造株式会社専務取締役）
　　　　第2日目
　　　　・講演「ビジットジャパンと地域観光政策」
　          講師：志村 格 氏 （観光庁審議官）
　　　　・パネルディスカッション「ファミリービジネスの地域貢献」
　　　　　　コーディネータ：小西 龍治 氏 （立命館アジア太平洋大学大学院客員教授）
　　　　　　パネリスト：上口 昌徳 氏 （石川県加賀市山中温泉かよう亭社長・山中温泉観光協会長）
 　　　　　　　　　　 　三國谷 勝範 氏（五所川原市政アドバイザー会座長・前金融庁長官）
　　　　　　　　　　　　宮澤 洋一 氏 （株式会社金堀重機代表取締役）
　　　　・講演「大河ドラマ「八重の桜」制作にあたって」
            講師：内藤 愼介 氏 （NHKエグゼクティブプロデューサー）

　　（2）日本フィルハーモニー交響楽団演奏会
　　　　フルオーケストラコンサート
　　　　  ・開催日時：平成24年4月27日
　　　　  ・開催場所：會津風雅堂　ホール
　　　　  ・参加人数：約1,100名



　　　　音楽の森プログラム
　　　　  ・開催日時：平成24年4月28日
　　　　  ・開催場所：會津風雅堂　ホール
　　　　  ・参加人数：参加校　7校（約200人）
　　　　  ・内　　容：市内の小中学生を対象に、楽団員5名による管楽器の演奏及び指導
　　　　まちなかミニコンサート
　　　　  ・開催日時：平成24年4月28日
　　　　  ・開催場所：會津壹番館
　　　　  ・参加人数：約50人
　　　　  ・内　　容：楽団員による弦楽器のミニコンサートの実施　

　　（3）高校生等対話セッション
　　　　　・開催場所：会津大学　大講義室
　　　　　・参加人数：約80名
　　　　　・講　　師：プラチナ構想ネットワーク　会長　小宮山　宏 氏
　　　　　・演　　題：50年後の未来をデザインしよう!!

　２．地域活性化セミナー事業

　　 (1)開催日時　平成24年11月6日
　 　(2)参加人数　約120人
　 　(3)開催内容
　　　　・テーマ：農産物を活かした事業創出策～高次元農業への期待～
　　　　　　基調講演
         　　演題：農作物を活かした事業創出策・高次元農業への期待
　　　　　   講師：一般社団法人　アグリフューチャージャパン　理事長　浦野光人 氏
         　事例発表
           　株式会社 ニチレイ　取締役執行役員　河合義雄 氏
           　農業生産法人 グリンリーフ 株式会社　代表取締役　澤浦彰治 氏
         　パネルディスカッション
           　一般社団法人　アグリフューチャージャパン　理事長　浦野光人 氏
           　株式会社 ニチレイ　取締役執行役員　河合義雄 氏
           　農業生産法人 グリンリーフ 株式会社　代表取締役　澤浦彰治 氏



【汗動・協働・創造枠】 （単位：千円）

款 　６款　農業水産業費

事業名 農業応援総合プロデュース事業

担当課 　農政課

決算額

財源内訳

国県支出金 寄附金 一般財源

91,841 55,060 36,781

説　　　　　明

○

１．農地土壌放射性物質分布図作成

　・内　　容 市内の農地土壌中の放射性物質分布図作成による放射性物質吸収抑制対策への活用　

　・利用方法 農政課、基幹集落センター、農村環境改善センター、米集荷業者等に配置・閲覧

２．放射性物質吸収抑制対策事業補助金

　・内　　容 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

　・対象資材 カリ肥料（塩化カリ、珪酸カリ、硫酸カリ）、吸着資材（ゼオライト等）

　・受益作物及び面積 水稲、大豆、そば 5,252ha

３．水田土壌カリウム濃度分析事業補助金

　・事業主体　あいづ農業協同組合

　・受益者及び調査点数

４．緊急時モニタリング検査への市民同行

　・見 学 日

○ 　おいしい米づくり拡大事業

１．「米・食味分析鑑定コンクール」への参加支援

　・出品数

　・受賞者数 １名（都道府県代表　お米選手権　特別優秀賞）

２．おいしい米づくり拡大パンフレットの作成

　・作成数

　・配布先 市内水稲生産者、米集荷業者、各関係機関

○ 　米安全確認・消費拡大事業

　・調査内容及び結果

復興基金
繰入金

震災復興
特別交付税

　安全農産物生産支援事業

　農地土壌放射性物質分布状況調査や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りました。また、市民に緊急時モニタリング検査へ同行いただくことに
より、消費者の安心感の醸成を図りました。

ＪＡ等農業者の組織する団体（計9団体）

　・内　　容 放射性物質吸収抑制資材の適切な施用を行うための水田土壌のカリウム濃度分析に
要する経費の支援

2,219人 2,383点

　・内　  容 モニタリングの説明、農地でのサンプリング、生産者との意見交換、農業総合セン
ターでの視察見学

平成24年6月20日　10名参加 平成24年10月16日　11名参加

　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、パンフレッ
トの作成により、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りました。

35点（5品種）

6,000部 A4判、カラー　16ページ

　水稲作付けのある全集落の275箇所の玄米放射能分析を実施し、結果を広くPRしたことで、消費者
の安心の確保や生産者が自信を持って販売できる環境づくりを整えました。

玄米275点（12品種）の放射能分析 全てND（検出せず）



○ 　農産物安全情報等発信事業　

 

１．農産物安全情報お届け便

　・発行部数

　・配付方法 新聞折込、施設等への配置

 

２．農産物販売促進チラシ

　・作成品目数

　・利用方法 市ホームページ、農政課窓口等での配布

○ 　農産物販路開拓・販売促進事業

 

１．首都圏展示商談会参加 

　・参加商談会　

　・参加団体数

 

２．地元招へい型商談会

　・招へい企業数

　・参加団体数　

３．地元イベント

 　・開催数　

　・来場者数

４．農業応援イベント開催等事業補助金

　・内　容　　

　・団体数

５．首都圏における復興会津応援店の設置

　・設置開始日

　・設置方法 毎週火曜日に特設コーナーを設置して会津の青果物等を販売

　・設置店舗数

○ 　グリーンツーリズムモニターツアー事業

　・期　日　

　・参加者

　・内　容　　

　農産物等のモニタリング結果などの緊急的な情報について、「農産物安全情報お届け便」を発行
し、市民への迅速な情報の提供を行うとともに、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りました。　

836,000部（44,000部×19回） B4判、両面、1色刷り

13品目（米、農産物全般、果樹、そば）

　首都圏展示商談会への出展、バイヤー招へいによる商談、地元でのイベント開催、民間事業者の
販売促進活動への支援、首都圏での復興会津応援店の設置による会津産農産物の販売等により、風
評の払拭を図りました。

「アグリフードEXPO　2012東京」等 4回

延べ14団体

2社

延べ8団体

「夏祭りだよ！会津軽トラ市」等　　4回

約2,000人

生産者が取り組む農産物等のPRや販路開拓を目的としたイベント開催等の販売促
進活動への支援

6団体

平成24年7月1日

5店舗（神奈川県内）

　原子力発電所事故以降、観光農園への入込み、グリーンツーリズムによる交流人口が減少してい
る中、県外に事業所を有する旅行会社の担当者を対象としたモニターツアーを実施し、風評の払拭
やグリーンツーリズム素材の周知による誘客増加を図りました。

平成24年8月29日～平成24年8月30日　1泊2日

8社9名

そば打ち体験、野菜収穫体験、農家民宿体験（食事のみ）、果物収穫体験、直売
所見学、地元野菜を使用したレストランでの食事、アンケート実施による課題等
の把握



【汗動・協働・創造枠】 （単位：千円）

款 　６款　農林水産業費

事業名 「八重の桜」地元農産物活用推進事業

担当課 　農政課

決算額

財源内訳

国県支出金 寄附金 一般財源

5,837 5,837

説　　　　　明

○ 地元農産物活用推進協議会負担金

１．定例会の開催

２．商品開発・販促活動への支援

３．商品開発に対する専門家、専門機関の活用

○地産地消協力店マップ作成

復興基金
繰入金

震災復興
特別交付税

　『八重の桜』の時代より受け継がれてきた伝統的な農産物等を活用した料理や加工品の開発、
また、それらの販売促進を支援することにより地元農産物活用への仕組みづくりを行いました。

　定例会の開催により、会員による取り組みの報告や、情報提供、加工品や料理に関する意見交換を
行い、会員相互の連携を図りました。
　・開催回数：6回（隔月）

　地元農産物を使用した加工品または料理のサンプルの作成や販促活動に要した費用について支援金
を交付しました。
　・上限　30,000円/1品
　・交付件数　18件（サンプル作成11件　販促活動7件）

　専門家をアドバイザーとして依頼することで必要なアドバイスをもらうとともに、バイヤーズ食
セレクションを活用し、開発商品を評価してもらうことにより、商品の魅力向上を図りました。
　・アドバイザー依頼回数　2回
　・バイヤーズ食セレクション出品数　10品

４．開発商品等PRチラシの作成

　料理や加工品、また材料となった農産物をPRするチラシを作成し、広報を行いました。
　・仕様：ポスターB2判　フルカラー　1,000部
　　　　　チラシA4判横並び3枚分3つ折（仕上がりA4判）　両面　フルカラー　70,000部
　・配布箇所：会員、大河ドラマ館等観光施設

　地元農産物を使用している地産地消協力店を改めてPRし、大河ドラマ｢八重の桜｣で増加が見込まれ
る観光客および地元の方に協力店を活用してもらうためにマップを作成し配布しました。

・仕様：B2判両面8つ折（仕上がりB5判）フルカラー　400,000部

・配布箇所：地産地消協力店、大河ドラマ館・道の駅等観光施設、鉄道会社、市内レンタカー
　　　　　　会社、市政だよりと同時配布



【汗動・協働・創造枠】 （単位：千円）

款 　７款　商工費

事業名 地場産品販路開拓支援事業費

担当課 　商工課

決算額

財源内訳

国県支出金 寄附金 一般財源

19,126 19,126

説　　　　　明

・会場：東京ビッグサイト

・会場：東京ビッグサイト

・会場：幕張メッセ

復興基金
繰入金

震災復興
特別交付税

○ 　首都圏において開催される大規模展示会に会津若松市出展ブースを設置し、市内事業所（会津漆器、
会津清酒、食品製造業等）の出展を支援することにより、地場産業における新たな販路開拓の促進を
図りました。

１．東京インターナショナル・ギフトショー春 2013

・会期：平成25年2月6日～平成25年2月8日　3日間

・来場者数：196,105名（3日間合計）

・参加企業：6社（市内漆器業者）

・契約成立件数：45件

２．スーパーマーケット・トレードショー 2013

・会期：平成25年2月13日～平成25年2月15日　3日間

・来場者数：84,954名（3日間合計）

・参加企業：12社（市内食品業者、酒造業者等）

・契約成立件数（商談中含）：51件

３．ＦＯＯＤＥＸ　ＪＡＰＡＮ 2013

・会期：平成25年3月5日～平成25年3月8日　4日間

・来場者数：71,536名（4日間合計）

・参加企業：12社（市内食品業者、酒造業者等）

・契約成立件数（商談中含）：51件



【汗動・協働・創造枠】 （単位：千円）

款 　７款　商工費

事業名 中心市街地活性化事業費（まちなか賑わい協働事業負担金）

担当課 　商工課

決算額

財源内訳

国県支出金 寄附金 一般財源

7,700 7,700

説　　　　　明

〔実績〕

1

2

・講　師：鳥取県米子市タウンマネージャー　杉谷第士郎氏

3

　まちなかにおける賑わい創出の実践として商店街等と連携してイベントを実施しました。

復興基金
繰入金

震災復興
特別交付税

○　「市民協働」によるまちなかの賑わいづくりに向けて、市民を中心とした「会津まちづくり応援隊」
　を組織し、中心市街地の将来像の設定や賑わいづくりに向けた事業をまとめ、全市的なまちなかづく
  りの機運醸成に取り組みました。
　　また商店街の枠を超えたまちなか活性化として、若者や女性が主体となった新しい魅力づくりを図
  るため、まちなかに賑わいを創出する人材の育成などに取り組みました。

.まちなか賑わいづくりプロジェクトの策定

　中心市街地のあるべき姿の設定と賑わいづくりに向けた45の事業を「まちなか賑わいづくりプロ
ジェクト」として策定したほか、それに至るまち歩きやワークショップなどの活動内容についても
多くの市民に情報発信していくことで、全市的なまちなかづくりの機運醸成を図りました。

・まちなか賑わいづくりプロジェクトの策定と冊子作成・配布（2万部）

・まちなか賑わいづくり通信による活動内容の情報発信（全戸配布・全5回）

.賑わいづくりリーダーの育成

　全6回の実践的なセミナーを通して、まちなかの賑わい創出に向けた事業構想や推進プランを策
定するなど、自ら中心となって事業を企画運営できる（賑わいをつくる）人材を育成しました。

・受講者：14名

.賑わいイベントの実施

・大町ストリートミュージアムフェスティバルへの出店（平成24年10月8日）

・まちなかキャンドルナイト（平成25年2月9日）

・まちなかdeおケイコどうでしょう!?（平成25年3月19日～平成25年3月20日）



【汗動・協働・創造枠】 （単位：千円）

款 　７款　商工費

事業名 頑張るものづくり企業支援事業費

担当課 　企業立地課

決算額

財源内訳

国県支出金 寄附金 一般財源

3,000 3,000

説　　　　　明

○

復興基金
繰入金

震災復興
特別交付税

　会津若松市、喜多方市、会津坂下町、会津美里町、湯川村、会津若松商工会議所、会津産業ネット
ワークフォーラムの行政及び民間が一体となって実行委員会を組織し、ものづくり企業の連携交流促
進や販路拡大を図ることを目的に行った事業です。
  事業内容として、本市で展示会を開催し、会津地域のものづくり企業間の相互理解を促進すること
で、地域内での取引拡大を図るとともに、首都圏の展示会へ出展し、会津地域のものづくり技術のPR、
ビジネスマッチングの機会創出により販路拡大を行ったものです。

１．企業間交流促進事業

　(1)名　　称　会津地域ものづくり企業展示交流会
　(2)開 催 日　平成24年11月6日
　(3)開催場所　会津アピオスペース　展示ホール／大会議室
　(4)開催内容　展示交流会、講演会、技術プレゼン会
　(5)出 展 者　38社・団体
　(6)来場者数　約300人

　※会津地域の企業においては、親会社や主要取引先等が首都圏等にあることから、垂直的な取引が
　主流であり、会津地域内の企業が横のつながりを持って事業を行うことが少ない傾向にあります。
　今回の展示会開催により、企業間での相互理解が深まり、地域外に発注していた案件で、会津地域
　内で対応できる案件がでてくるなど、地域内取引拡大の契機となっています。
　

２．首都圏展示会共同出展事業

　(1)名　　称　第16回 機械要素技術展
　(2)開 催 日　平成24年6月20日～平成24年6月22日
　(3)開催場所　東京ビッグサイト
　(4)出 展 者　3社：丸隆工業株式会社、JUKI会津株式会社、松本機械工業株式会社
　(5)来場者数　
　　①全　　　体  　75,015人(主催者発表）
　　②出展ブース   　　329人(名刺交換数）
　(6)商談件数
　　①見積件数    　　　21件
　　②資料請求件数 　約320件

　※国内最大級の展示会での出展であり、多くの来場者が本地域のブースを訪れ、資料請求や見積り
　　の依頼を受けるなど、出展企業より好評を頂いています。

　



【汗動・協働・創造枠】 （単位：千円）

款 　７款　商工費

事業名 戦略的観光復興事業費（会津若松観光物産協会特別負担金）

担当課 　観光課

決算額

財源内訳

国県支出金 寄附金 一般財源

30,000 30,000

説　　　　　明

○

１．教育旅行対策事業

　・教育旅行キャラバン

 関西や北海道等を始め、学校訪問を行い、情報発信活動を展開しました。

 関西キャラバン

参加者：７名

 北海道キャラバン 

参加者：７名

　・モニターツアー事業

 新潟市を対象に親子モニターツアーを実施し、安全・安心を体感していただきました。

　・インターンシップ事業

 パートナーシップ協定を結んだ跡見学園女子大学生に会津観光を学んでいただき、 

 その内容を旅行商品企画に結び付けました。

２．旅行エージェント助成金事業

　・冬期間を対象に、人数に応じた助成を旅行エージェントに対して実施しました。

３．サムライシティ会津「美しい城下町会津若松」スタンプ事業

　・多くの店舗に参加いただき、まちなか周遊に結びつけるとともに、訪問店舗数による抽選

　を実施しました。

４．観光復興セミナーの開催

　・首都圏旅行エージェントを地元に招待し、旅行商品に結びつける要請活動を行いました。

　場　所：東山温泉　御宿東鳳

復興基金
繰入金

震災復興
特別交付税

　東日本大震災及び原子力発電所事故に伴う風評被害等の影響により激減した観光客の回復に向け、
会津若松観光物産協会へ負担金を支出し、風評の払拭に取り組みました。

日時：平成24年10月3日～平成24年10月5日

日時：平成24年10月21日～平成24年10月24日

　 平成24年9月22日　　　参加者29名

　 平成24年10月27日　　 参加者39名

　 日　時：平成24年9月3日～平成24年9月7日

　 参加者：跡見学園女子大学生　6名

　対象期間：平成24年11月20日～平成25年3月31日

　実績数　：71件　7,750千円　13,639人

　実施期間  ： 平成24年8月～平成24年11月

　参加店舗数： 170件

　応募件数  ： 1,359通

　開催日：平成24年12月3日

　参加者：約150名（首都圏エージェント　約100名）



５．観光ＰＲ番組制作

　・本市を紹介する観光ＰＲ番組を制作し、県内、首都圏等に宣伝を行いました。

　 福島テレビ

   テレビユー福島

※　両番組とも、ＢＳで全国放送

６．バナー広告による誘客宣伝事業

　・ホームページでの宿泊予約を獲得するために利用率の高い楽天トラベルにバナー広告を掲出

　　しました。

わがまま！気まま！旅気分「魅力満載！ふくしまの旅！！」（55分番組）

視聴率　5.3％（県内）

「眞鍋かをりの会津女子旅」（54分番組）

視聴率　7.2％（県内）

 　期間：平成24年7月18日～平成24年8月14日

　 実績：約10，600人泊（期間中の楽天トラベル取扱い数）



【汗動・協働・創造枠】 （単位：千円）

款 　７款　商工費

事業名 温泉地域活性化推進事業補助金（震災復興特別分）

担当課 　観光課

決算額

財源内訳

国県支出金 寄附金 一般財源

10,000 10,000

説　　　　　明

○

補助団体 東山温泉観光協会 芦ノ牧温泉観光協会

震災復興特別分

復興基金
繰入金

震災復興
特別交付税

　東山・芦ノ牧両温泉地域の活性化及び観光振興を促進するため、平成24年度は震災復興特別分と
して、震災復興のための事業に対する補助金を交付しました。

【誘客宣伝事業】
（１）一般広告・誘客宣伝
・地方及び県外広告媒体を活用し、誘
　客を目指した温泉の広告を行いまし 
  た。
（２）誘客キャラバン
・各種団体・関係機関のキャラバンへ
　の同行など積極的に参加し、風評の
　払拭に貢献しました。

【イベント事業】
○東山温泉盆踊りにおいて、これまで
　以上のにぎわいを創出し、観光復興
　を目指しました。
・広告宣伝
　市内全域への広報車による周知、テ
　レビコマーシャルを実施しました。
・タレント招聘等
　鶴ヶ城太鼓若駒会や、太鼓ユニット
　、お笑いタレント等の出演により来
　場者に好評を得ました。
・提灯の設置箇所増
・景品数の増

【東山温泉・芦ノ牧温泉共同事業】
　東山・芦ノ牧共同事業として、共同
　宿泊企画のプランを作成しました。

【誘客宣伝事業】
　インターネットを活用し、楽天トラ
　ベルを利用して、メールマガジンを
　配信し誘客に努めました。
　また、じゃらんを利用して、メール
　マガジンを配信するとともに、アン
　ケート調査等を行い、ニーズの把握
　を行い、風評払拭のため今後の戦略
　に生かすデータ収集を行いました。

【東山温泉・芦ノ牧温泉共同事業】
　東山・芦ノ牧共同事業として、共同
　宿泊企画のプランを作成しました。

事業費5,000千円・補助額5,000千円 事業費5,069千円・補助額5,000千円



【汗動・協働・創造枠】 （単位：千円）

款 　１０款　教育費

事業名
復興シンボル・スポーツイベント支援事業

（鶴ヶ城健康マラソン大会実行委員会負担金）

担当課 　スポーツ推進課

決算額

財源内訳

国県支出金 寄附金 一般財源

10,000 1,900 8,100

説　　　　　明

１．実施大会名：鶴ヶ城健康マラソン大会

※ 北海道、三重、東京、千葉、神奈川などからも参加

３．主な事業内容

　　 佐藤敦之さん（中国電力）　安西秀幸さん（日清食品グループ）　星創太さん（富士通）

郷土料理振る舞い・ゲストとの交流（抽選会、ミニライブなどを実施）

　・県外への広報活動

　　　近県のマラソン大会での広報活動や、関東のスポーツクラブなどへ要項の配布依頼

　・県外参加者へのサービス

無料シャトルバスの運行や、特別宿泊パックを企画

ハーフマラソン大会への移行準備

大会運営企画の検討（関係機関との連携・協力）

大会キャラクター（ビャッコくん）の企画

復興基金
繰入金

震災復興
特別交付税

○
　

　 マラソンを通して、参加者相互の親睦を深めながら、健やかな心身の鍛練を図るとともに、会津若
松市のシンボル「鶴ヶ城」に親しむ良い機会を提供しました。
　第24回大会は、旧陸上競技場を使用する最後の大会として盛大に開催するとともに、市の「復興シ
ンボルスポーツイベント」としての位置づけのもと、会津の安全・安心・元気を全国に発信し、より
多くの参加をいただけるよう広く全国への広報を行いました。その結果、全国から過去最高の4,336
人の参加者があり復興に向けた本市のイメージの向上とともに、スポーツによる振興を図ることがで
きました。 　

２．参加者数：4,336人（前回大会:3,912名）

　・参加状況：県外354人、県内759人、会津管内691人、市内2,532人

　・大会ゲスト6名が前日の開会式、レセプション、当日イベントに参加

黒岩正明さん（甲子園出場投手）　越尾さくらさん（歌手）　M高史さん（ものまね芸人）　

インターネット広告等の利用（ランニング情報HPに掲載）

地元飲食店の協賛クーポン付きガイドブック1,000冊を作成

（市外の参加者へ配布を行うことで、会津の観光、食のPRを実施）

　・第24回大会の各種広報と合わせて、次回大会のPRを実施



主要な施策の成果（特別会計）



会津若松市国民健康保険特別会計

２款 保険給付費 （単位：千円）

事　業　名
決算額

財源内訳

（担当課） 国県支出金 地方債 その他 一般財源

保険給付費
8,441,311 2,618,191 4,532,978 1,290,142

（国保年金課）

説　　　　　明

○

事　業　名 内　訳 金　額

一般被保険者療養給付費 現物給付 6,678,310千円

退職被保険者等療養給付費 現物給付 750,653千円

一般被保険者療養費 現金給付 29,801千円

退職被保険者等療養費 現金給付 3,057千円

一般被保険者高額療養費 現物・現金給付 781,130千円

退職被保険者等高額療養費 現物・現金給付 113,695千円

移送費 現金給付 0千円

出産育児一時金 113件 49,014千円

葬祭費 204 件 5,730千円

その他 29,921千円

合　計 8,441,311千円

３款 （単位：千円）

事　業　名
決算額

財源内訳

（担当課） 国県支出金 地方債 その他 一般財源

後期高齢者支援金等
1,738,874 813,681 727,053 198,140

（国保年金課）

説　　　　　明

○

事　業　名 金　額

後期高齢者支援金 1,738,742 千円

後期高齢者関係事務費拠出金 132 千円

合　計 1,738,874 千円

　国民健康保険法に基づく医療給付事業（現物給付・現金給付）を行い、被保険者の健康保持を図
るとともに、高額療養費の給付により被保険者負担の軽減を図りました。
　また、出産育児一時金の給付により妊産婦及び乳幼児の健康増進を図るとともに、葬祭費の給付
を行うことで葬祭費用負担の軽減を図りました。

後期高齢者支援金等

　高齢者の医療の確保に関する法律に基づき、後期高齢者医療制度に対して、医療費及び事務費等
を拠出しました。



６款 介護納付金 （単位：千円）

事　業　名
決算額

財源内訳

（担当課） 国県支出金 地方債 その他 一般財源

介護納付金
808,891 411,278 397,613

（国保年金課）

説　　　　　明

○　介護保険法に基づき、介護納付金を支出しました。

事　業　名 金　額

介護納付金 808,891千円

８款 保健事業費 （単位：千円）

事　業　名
決算額

財源内訳

（担当課） 国県支出金 地方債 その他 一般財源

保健事業費
113,935 45,372 68,563

（国保年金課）

説　　　　　明

○

事　業　名 内  容 金　額

国民健康保険制度パンフレット購入 2,300千円

ヘルスメイト育成研修会 257千円

医療費通知 8,480千円

特定健診等委託（集団健診） 33,824千円

特定健診等委託（施設健診） 56,184千円

合　計 101,045千円

　国民健康保険制度の更なる周知を図るため、国民健康保険証や高齢受給者証の更新時にあわせて
パンフレットを送付しました。
　家庭や地域において健康の保持・増進、食生活改善の実践・普及を図るため、ヘルスメイト（食
生活改善推進員）に対する研修会を開催しました。
　また、福島県保健衛生協会及び会津若松医師会に委託し、特定健康診査を実施しました。

 ２８回　のべ589人　

受診者　3,754人

受診者　7,049人



会津若松市湊町簡易水道事業特別会計

１款 水道事業費 （単位：千円）

事　業　名
決算額

財源内訳

（担当課） 国県支出金 地方債 その他 一般財源

簡易水道の維持管理に要する経費
3,254 3,254

（健康増進課）

説　　　　　明

○

・ 給水人口 257人

・ 給水件数 98件

・ 有収水量 21,800㎥

営繕費
871 871

（健康増進課）

説　　　　　明

○ 　安心して飲める水を安定して供給するため、施設の修理を実施しました。

施設修理 5件

・ 下馬渡導水管修理工事 452千円

・ 東田面・下馬渡配水池修繕工事 139千円

・ 下馬渡配水池オーバーフロー管支柱設置工事 76千円

・ 下馬渡配水池改修工事 55千円

・ 下馬渡配水池電力引込線修理工事 149千円

　健康で快適な生活を送ることができるように、効率的かつ健全な業務運営を行い、生活用水・その
他の浄水を住民に供給しました。



会津若松市西田面簡易水道事業特別会計

１款 水道事業費 （単位：千円）

事　業　名
決算額

財源内訳

（担当課） 国県支出金 地方債 その他 一般財源

簡易水道の維持管理に要する経費
2,018 2,018

（健康増進課）

説　　　　　明

○

・ 給水人口 226人

・ 給水件数 62件

・ 有収水量 34,866㎥

営繕費
159 159

（健康増進課）

説　　　　　明

○　安心して飲める水を安定して供給するため、施設の修理を実施しました。

施設修理 1件

・ 西田面配水管漏水修理工事 159千円

　健康で快適な生活を送ることができるように、効率的かつ健全な業務運営を行い、生活用水・その
他の浄水を住民に供給しました。



会津若松市観光施設事業特別会計

１款 総務費 （単位：千円）

事　業　名
決算額

財源内訳

（担当課） 国県支出金 地方債 その他 一般財源

一般管理運営費
58,448 33,301 25,147

（観光課）

説　　　　　明

○

・ 開催日

・ 支出先　　 鶴ヶ城体験事業実行委員会

・ 負担金　　

○

・ 開催日

・ 支出先　　 会津鶴ヶ城歴史ウォーク実行委員会

・ 負担金

○

・ 開催日

・ 支出先　　 福島県城下町連絡協議会

・ 負担金　　

○ 　若松城整備等基金積立金

２款 若松城天守閣費 （単位：千円）

事　業　名
決算額

財源内訳

（担当課） 国県支出金 地方債 その他 一般財源

若松城天守閣管理運営費
15,357 3,926 11,431

（観光課）

説　　　　　明

○ 　天守閣内に展示するための文化財を借用し、その謝礼金を支出しました。

・

・

○ 　天守閣内の展示品の万一の備えとして、動産総合保険に加入しました。

・

・

○

・

○

・

　「鶴ヶ城ぐるっと探検隊事業」として、主に市内小中学生を対象に、鶴ヶ城を舞台としたオリエン
テーリングを実施し、城の持つ意味や成り立ち等歴史を学習する機会を提供し、郷土愛の醸成に努め
ました。また、会津の修練場「武徳殿」において、座禅や「什の掟」に関する講話などの体験事業を
実施し、会津武士の教えの理解啓蒙に努めました。

平成24年7月29日

1,000千円

　会津のシンボルである「鶴ヶ城」の領主にスポットをあて、その領主ゆかりの地をコースとし、本
市をはじめとした会津の歴史・文化に触れる機会を提供するウォーキング大会を開催しました。

平成24年5月12日

500千円

　本市の歴史、文化、産業など城下町の魅力を発信する、第２回ふくしま「城」フェスタinあいづを
関係機関の協力のもと開催しました。

平成24年5月19日～平成24年5月20日

300千円

36,287千円

報償費            2,230千円

文化財借用件数    34件（115点）

火災保険料（動産総合保険）  1,931千円

保険対象収蔵品              1,528点

　東日本大震災により若松城天守閣西面壁等に剥離や亀裂等の損傷が生じたため、修理工事を実施し、
施設の安全管理に努めました。

若松城天守閣西面壁等修理工事　3,926千円

　大河ドラマ「八重の桜」の放送にあわせ、ドラマの主人公である新島八重を題材にした映像ソフト
を新規に制作し、若松城天守閣シアターにて上映を行いました。

若松城天守閣シアター映像ソフト制作業務委託　6,300千円



３款 若松城整備費 （単位：千円）

事　業　名
決算額

財源内訳

（担当課） 国県支出金 地方債 その他 一般財源

若松城整備総務費
19,327 17,409 1,918

（観光課）

説　　　　　明

○

・ 鶴ヶ城南口駐車場公衆トイレ新築工事

工事費

13,779 13,779
（観光課）

説　　　　　明

○

・ 史跡若松城跡ライトアップ業務

期　間

委託先 株式会社目黒工業商会

委託料

○

・ 史跡若松城跡紅葉ライトアップ業務

期　間

委託先 株式会社目黒工業商会

委託料

５款 駐車場費 （単位：千円）

事　業　名
決算額

財源内訳

（担当課） 国県支出金 地方債 その他 一般財源

駐車場管理運営事業費
8,235 8,232 3

（観光課）

説　　　　　明

○

・ 西出丸市営駐車場管制設備改修工事

工事費

　観光客が多く訪れる鶴ヶ城周辺における便益提供を図るために、鶴ヶ城南口駐車場に公衆トイレを
整備しました。

17,409千円

史跡若松城跡ライトアップ委託経費

　史跡若松城跡の石垣やお濠、桜などの樹木、廊下橋などを桜の開花期間にあわせ、節電に配慮しな
がらライトアップを実施し、夜間の魅力創出に努めました。

平成24年4月6日～平成24年5月6日

8,896千円

　秋の鶴ヶ城公園の魅力向上を図るため、紅葉期間に会津若松観光ルネッサンス協議会の「まちなか
ライトアップ事業」と連携し、公園内のライトアップを行いました。

平成24年10月19日～平成24年11月11日

4,883千円

　経年劣化に伴い、西出丸市営駐車場管制設備改修工事を行い、駐車場の円滑な管理運営を図りまし
た。

8,232千円



５款 駐車場費 （単位：千円）

事　業　名
決算額

財源内訳

（担当課） 国県支出金 地方債 その他 一般財源

駐車場整備事業費
34,062 34,062

（観光課）

説　　　　　明

○

・ 鶴ヶ城公園駐車場整備工事

工事費

　陸上競技場サブトラックを駐車場として整備し、平成25年1月から大河ドラマ館臨時駐車場として利
用しました。

33,960千円



会津若松市下水道事業特別会計

１款 下水道事業費 （単位：千円）

事　業　名
決算額

財源内訳

（担当課） 国県支出金 地方債 その他 一般財源

建設改良事業費

1,110,977 412,118 510,900 103,971 83,988　２項　下水道建設費

（下水道課）

説　　　　　明

○

１．整備面積

処理区
今年度 累計 全体 面積

整備面積 整備面積 計画面積 整備率

会津若松処理区 13.0ｈａ 1,499.0ｈａ 2,379.0ｈａ 63.0％

北会津北部処理区 －ｈａ 123.0ｈａ 123.0ｈａ 100.0％

河東処理区 1.5ｈａ 127.0ｈａ 197.0ｈａ 64.5％

合　計 14.5ｈａ 1,749.0ｈａ 2,699.0ｈａ 64.8％

２．主な事業

事　業　内　容 事　業　概　要 金　額

下水道管埋設等工事
（汚水）Φ 608,403千円

（雨水）□ 93,683千円

その他の工事 公共汚水ます設置・取付管布設等 32,635千円

設計委託等 下水道管埋設工事に伴う実施設計委託等 62,109千円

受変電設備等工事 71,500千円

水処理設備工事 110,300千円

補償費 水道管及びガス管等移設補償 47,233千円

汚泥処理対策事業費
6,815 6,815

（下水道課）

説　　　　　明

○

・主な事業

事 業 内 容 事 業 量 金　額

汚泥の仮置き 6,105千円

汚泥放射能測定 207千円

その他 消耗品購入等 503千円

  汚水管の幹線、枝線等の管路の整備を実施することにより、供用区域の拡大に努めました。
　また、栄町雨水幹線等の整備を実施することにより、浸水被害の軽減を図りました。

100～600mm Ｌ＝3,969.4ｍ

800×800～1800×1500㎜ Ｌ＝  342.5ｍ

下水浄化工場建設工事
委託（Ｈ23～24）

河東浄化センター建設
工事委託（Ｈ23～24）

他に次年度への繰越　182,930千円

　原子力発電所事故により放射性物質を含んだ下水汚泥の処分ができなくなったため、下水浄化工場及
び北会津北部浄化センターの敷地に仮置き等を行いました。

 920ｔ

（1,352袋）

 26検体

なお、平成25年1月21日から仮置き汚泥の処分を開始しました。



４款 災害復旧費 （単位：千円）

事　業　名
決算額

財源内訳

（担当課） 国県支出金 地方債 その他 一般財源

下水道事業災害復旧費
33,404 8,840 22,400 2,164

（下水道課）

説　　　　　明

○

・主な事業

事　業　内　容 事　業　概　要 金　額

災害復旧工事 28,626千円

補償費 管路復旧に伴う水道管移設補償 4,778千円

　平成23年度に引き続き、東日本大震災により被災した下水道施設（管渠）の復旧を行いました。

管路復旧Ｌ＝453.8ｍ、管路更生Ｌ＝73.8ｍ



会津若松市地方卸売市場事業特別会計

地方卸売市場事業費 （単位：千円）

事　業　名
決算額

財源内訳

（担当課） 国県支出金 地方債 その他 一般財源

地方卸売市場事業費
144,771 33,998 110,773

（公設地方卸売市場）

説　　　　　明

○ 　市場運営の円滑化を図り、市場の健全な発展を目的として、施設の整備工事を実施しました。

工事名 金額

公設地方卸売市場冷蔵庫・加工施設空調設備改修工事 17,273千円

公設地方卸売市場水産棟階段室壁改修工事 493千円

公設地方卸売市場冷蔵庫・加工施設扉外改修工事 4,933千円

公設地方卸売市場花き棟定温倉庫空調設備改修工事 498千円

合　計 23,197千円

○ 　生鮮食料品などの需給調整を図り、市民生活の安定を目的として市場運営を行いました。

〔青果部〕 （単位：ｔ）

区分 果物 野菜 加工

合計地場 1,020 3,260
770

移入 6,427 11,929

小計 7,447 15,189 770 23,406

23406

〔水産物部〕 （単位：ｔ）

区分 鮮魚 太物 塩干 加工 冷凍 冷食 食品 合計

数量 1,518 210 1,609 3,061 825 2,428 1,547 11,198

11198

〔花き部〕 （単位：千本・鉢）

区分 切花 枝物 鉢物 葉物 加工 その他

合計地場 966 33 44
181 158 21

移入 3,549 86 192

小計 4,515 119 236 181 158 21 5,230

5230

〔関係業者〕

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 ・ 花き部 1社

関連事業者 8社

付属機関 2社

○

委員数 開催回数

1款

　平成24年度の卸売取扱実績は下記のとおりです。

　卸売市場運営検討懇談会を設置し、市場使用料の見直しとともに指定管理者制度の導入等、将来に
向けた市場のあり方について検討を行いました。

10名 5回



会津若松市扇町土地区画整理事業特別会計

１款 土地区画整理事業費 （単位：千円）

事　業　名
決算額

財源内訳

（担当課） 国県支出金 地方債 その他 一般財源

扇町土地区画整理事業

536,438 118,900 299,300 45,996 72,242　２項　土地区画整理事業費

（区画整理課）

説　　　　　明

○ 　土地区画整理事業の推進を図ることにより、良好な住環境の整備に努めました。

１．工事請負費

内　　　　　容 事　業　量 金　　　額

都 市 計 画 道 路

区　 道 　道　 路

宅 　地　 造　 成

そ の 他 の 工 事

他に次年度への繰越

２．委託料

内　　　　　容 事　業　量 金　　　額

物件調査及び補償額算定業務

測量及び設計業務

施行地区内維持管理

他に次年度への繰越

３．補償補てん及び賠償金

内　　　　　容 事　業　量 金　　　額

物件移転補償等

他に次年度への繰越

55.0ｍ 6,613千円

464.0ｍ 48,656千円

7,265.9㎡ 27,234千円

16,155千円

120,000千円

8件 8,746千円

3件 4,989千円

24,035千円

6,000千円

60件 325,611千円

377,200千円



会津若松市農業集落排水事業特別会計

１款 農業集落排水事業費 （単位：千円）

事　業　名
決算額

財源内訳

（担当課） 国県支出金 地方債 その他 一般財源

農業集落排水事業費

193,299 96,330 78,200 1,207 17,562　２項　建設費

（下水道課）

説　　　　　明

○

１．整備面積

処理区
今年度 累計 全体 面積

整備面積 整備面積 計画面積 整備率

北会津西部地区 18.0ｈａ 161.3ｈａ 179.4ｈａ 89.9％

２．主な事業

事　業　内　容 事　業　概　要 金　額

設計委託等 管路施設工事実施設計業務委託等

管埋設等工事

汚泥処理対策事業費
74 74

（下水道課）

説　　　　　明

○

事　業　内　容 事 業 量 金　額

汚泥放射能測定

４款 災害復旧費 （単位：千円）

事　業　名
決算額

財源内訳

（担当課） 国県支出金 地方債 その他 一般財源

農業集落排水事業災害復旧費

3,022 3,022　１項　東日本大震災災害復旧費

（下水道課）

説　　　　　明

○ 　東日本大震災により被災した農業集落排水施設（管渠）の復旧を行いました。

事　業　内　容 事　業　概　要 金　額

災害復旧工事

　北会津西部２期地区の汚水管の幹線等の管路整備を実施することにより、供用区域の拡大に努めま
した。

4,900千円

管路施設Ｌ＝2,122.7ｍ、舗装本復旧 179,386千円

　原子力発電所事故により放射性物質を含んだ下水汚泥の放射能測定が必要となったため、定期的な
測定を行いました。

 12検体 74千円

管路工事Ｌ＝27.1ｍ 3,022千円



２款 保険給付費 （単位：千円）

事　業　名
決算額

財源内訳

（担当課） 国県支出金 地方債 その他 一般財源

保険給付費
8,814,165 3,511,402 2,569,624 2,733,139

（高齢福祉課）

説　　　　　明

○ 介護サービス等諸費

・ 保険給付額

○ 介護予防サービス等諸費

・ 保険給付額

○ 高額介護サービス等諸費

　高額介護サービス費を給付し、被保険者負担の軽減を図りました。

・ 保険給付額

○ 高額医療合算介護サービス等諸費

・ 保険給付額

○諸費

・ 審査支払手数料

○ 特定入所者介護サービス費

・ 保険給付額

会津若松市介護保険特別会計

　介護保険法に基づき、要介護者に対して介護給付事業を実施し、被保険者の福祉の向上を図りまし
た。

7,706,855千円

　介護保険法に基づき、要支援者に対し予防給付事業を行い、被保険者の保健医療の向上、福祉の向
上を図りました。

　618,035千円

　138,040千円

　介護保険と医療保険の高額負担者に対して、高額医療合算介護サービス費を給付し、被保険者負担
の軽減を図りました。

　 12,450千円

   11,129千円

　施設入所者の居住費と食費の自己負担化に伴い、低所得の入居者に対して補足給付を行うことによ
り負担の軽減を図りました。

　327,656千円



３款 地域支援事業費 （単位：千円）

事　業　名
決算額

財源内訳

（担当課） 国県支出金 地方債 その他 一般財源

地域支援事業費
179,489 107,791 13,757 57,941

説　　　　　明

○ 介護予防事業費

① 二次予防事業

② 一次予防事業

・ 介護予防教室    

・ 介護予防講座     

○

・

・ 寝たきり高齢者等紙おむつ等給付事業      

・ 老人福祉相談員事業      　　　　　　 　 

・ 生活援助員派遣事業            　　　　　

・ 認知症サポーター養成講座   

(高齢福祉課)

  要介護、要支援状態とならないよう虚弱な高齢者を対象とした二次予防事業と、すべての高齢者を
対象とした一次予防事業を実施し、介護予防に取り組みました。

参加者 352人

269回開催

87回開催

  高齢者が住み慣れた地域で安心して生活が継続できるよう、7ヶ所の地域包括支援センターに
委託し、福祉や健康の増進を図りました。また、在宅で安心した生活が継続できるよう様々な事業を
実施しました。

地域包括支援センター事業 のべ相談件数   41,917件

給付者  　　　　906人

訪問対象世帯  2,934世帯

派遣世帯　　　　 53世帯

参加者　　　　　712人



会津若松市個別生活排水事業特別会計

１款 個別生活排水事業費 （単位：千円）

事　業　名
決算額

財源内訳

（担当課） 国県支出金 地方債 その他 一般財源

個別生活排水事業

83,455 26,786 43,700 8,644 4,325　２項　施設整備費

（下水道課）

説　　　　　明

○

・主な事業

事　業　内　容 事　業　量 金  額

浄化槽設置工事

（内訳） 5人槽 5基

7人槽 35基

18人槽 1基

浄化槽電気設備工事 　市に移管 30人槽 1基

　生活排水処理を緊急に促進する必要がある地域において、浄化槽の計画的な整備を図るため、市が設
置主体となって浄化槽の整備を行いました。

　41基 78,053 千円

466 千円



会津若松市三本松地区宅地整備事業特別会計

１款 宅地整備事業費 （単位：千円）

事　業　名
決算額

財源内訳

（担当課） 国県支出金 地方債 その他 一般財源

三本松宅地整備事業費
1,880 1,880

（都市計画課）

説　　　　　明

○

・ 委託料

内　　容 事　業　量 金　　額

除草業務委託

水質測定業務委託

訴訟代理委託

　北会津地域の均衡ある発展と地元経済の活性化のため、良好な田園環境と調和した区画数127区画の
住宅地分譲事業であり、平成20年度において完売した分譲地の維持管理等を行い、良好な宅地環境の
向上に努めました。

除草A＝814㎡ 231千円

2件 251千円

1件 882千円



会津若松市後期高齢者医療特別会計

２款 後期高齢者医療広域連合納付金 （単位：千円）

事　業　名
決算額

財源内訳

（担当課） 国県支出金 地方債 その他 一般財源

後期高齢者医療広域連合納付金
1,096,124 1,096,124

（国保年金課）

説　　　　　明

○

事　業　名 金　額

後期高齢者医療保険基盤安定負担金 260,247千円

後期高齢者医療保険料負担金 835,877千円

合　計 1,096,124千円

　福島県後期高齢者医療広域連合により運営されている後期高齢者医療制度の円滑な受診環境整備の
ため、広域連合に対し、保険基盤安定負担金及び保険料を納めました。



平成２４年度の基金の運用状況について、地方自治法第２４１条第５項の規定により

提出する。

平成２５年９月５日

室 井 照 平会津若松市長

平成２４年度

基金運用状況報告書



平　成　２４　年　度

会津若松市板橋好雄奨学資金貸与基金運用状況

○板橋好雄奨学資金貸与基金

区　　分 前年度末現在高 決算年度中増減高 決算年度末現在高

現      金 8,017,750円 △ 802,983円 7,214,767円

貸  付  金 3,860,000円 805,000円 4,665,000円

そ  の  他 0円 0円 0円

○第１表

基 金 積 立 状 況 基 金 貸 付 返 還 状 況

年 月 日 基 金 総 額
貸  付 返  還

件数 金  額 件数 金  額

19
円 円 件 円 件 円 円 円

11,834,277 8,503,435 0 0 16 555,000 9,079,277 2,755,000

20
円 円 件 円 件 円 円 円

11,859,897 9,079,277 0 0 21 600,000 9,704,897 2,155,000

21
円 円 件 円 件 円 円 円

11,870,195 9,704,897 0 0 22 870,000 10,585,195 1,285,000

22
円 円 件 円 件 円 円 円

11,875,033 10,585,195 4 2,000,000 20 255,000 8,845,033 3,030,000

23
円 円 件 円 件 円 円 円

11,877,750 8,845,033 2 1,000,000 19 170,000 8,017,750 3,860,000

24
円 円 件 円 件 円 円 円

11,879,767 8,017,750 2 1,000,000 16 195,000 7,214,767 4,665,000

　この基金は、地方自治法第241条第1項の規定に基づき、板橋好雄氏からの寄付金を奨学金に充てるこ
とを目的として設置したものでありますが、平成２４年度の運用状況は次のとおりです。

年
度

前期末基金

現金残高

貸付返還後の

基金現金残高

貸 付 金

現 在 高

20.3.31
現　在

21.3.31
現　在

22.3.31
現　在

23.3.31
現　在

24.3.31
現　在

25.3.31
現　在



○第２表

年月日
基   金   管   理   状   況

備        考
現  金 銀行預金 貸 付 金 そ の 他 現金運用

24.4.1
円 円 円 円 円基金総額

0 8,017,750 3,860,000 0 0 11,877,750円

0 8,032,750 3,845,000 0 0
貸付 0件 0円

返還 2件 15,000円

0 8,032,750 3,845,000 0 0
貸付 0件 0円

返還 0件 0円

0 8,042,750 3,835,000 0 0
貸付 0件 0円

返還 1件 10,000円

0 8,042,750 3,835,000 0 0
貸付 0件 0円

返還 0件 0円

0 8,137,755 3,740,000 0 0
貸付 0件 0円

返還 2件 95,000円

普通預金預け入れ

利子分 5円

0 8,153,754 3,725,000 0 0
貸付 0件 0円

返還 2件 15,000円

定期預金預け入れ

利子分 999円

0 8,158,754 3,720,000 0 0
貸付 0件 0円

返還 1件 5,000円

0 8,178,754 3,700,000 0 0
貸付 0件 0円

返還 3件 20,000円

0 8,193,754 3,685,000 0 0
貸付 0件 0円

返還 2件 15,000円

0 8,193,754 3,685,000 0 0
貸付 0件 0円

返還 0件 0円

0 8,203,768 3,675,000 0 0
貸付 0件 0円

返還 2件 10,000円

普通預金預け入れ

利子分 14円

0 7,214,767 4,665,000 0 0
貸付 2件 1,000,000円

返還 1件 10,000円

定期預金預け入れ

利子分 999円

25.3.31 0 7,214,767 4,665,000 0 0
現在高 11,879,767円

24年 ４
月分

24年 ５
月分

24年 ６
月分

24年 ７
月分

24年 ８
月分

24年 ９
月分

24年 10
月分

24年 11
月分

24年 12
月分

25年 １
月分

25年 ２
月分

25年 ３
月分

25年３月末板橋好雄奨学資金貸与基金
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