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平成２４年度

平成２４年度決算における主要な施策の成果について、地方自治法第２３３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

主要な施策の成果報告書



総括

歳入

歳出

　平成２４年度の一般会計歳入歳出予算額は、当初４３，７７０，０００，０００円でありました。
　その後、１２回の補正予算額１２，２８８，９２５，０００円を加え、さらに、平成２３年度継続
費逓次繰越額３，４５４，８４４円、繰越明許費繰越額５９５，２７５，１４９円、事故繰越し繰越
額２７，３２５，０００円を加えた結果、最終予算額で５６，６８４，９７９，９９３円となりまし
た。
　これに対して決算額は、歳入５６，５７１，１１６，８８９円、歳出５３，９４０，０８５，６４
０円で、差し引き２，６３１，０３１，２４９円の剰余金が生じたものです。

　予算現額５６，６８４，９７９，９９３円に対し、決算額は５６，５７１，１１６，８８９円で、
予算現額に比較し、１１３，８６３，１０４円、０．２％の減収となりました。
　その主な内訳は、市税（９５４，３７１，２５０円）、地方交付税（７６７，２７８，０００円）
などの増収と、国庫支出金（△７６６，９２２，９０４円）、県支出金（△３７３，１４９，８４３
円）、市債（△７３５，８００，０００円）などの減収によるものです。 　
　なお、減収分のうち、国庫支出金７３７，８９３，０００円、市債６２６，８００，０００円は、
翌年度へ繰り越した事業の財源であり、平成２５年度に事業が完了することにより収入されるもので
す。

　予算現額５６，６８４，９７９，９９３円に対し、決算額は５３，９４０，０８５，６４０円で、
執行率は９５．２％（前年度９６．６％）となり、繰越明許費繰越額１，３７４，７４４，８８７円
を除いた不用額は１，３７０，１４９，４６６円となりました。 　
　主な不用額は、総務費３２２，７８１，７０４円、民生費２５９，５９６，０２４円、教育費１７
７，８２３，３８３円で、効率的な執行に努めたところです。 

　以上、これらの予算執行を通して得られた本年度の行政施策の主な成果の概要は、次のとおりです。



区　分 前年度決算額

税　目

千円 千円 千円 千円

Ⅰ普通税 14,724,577 14,006,638 15,546,476 14,951,646

１現年度分 14,573,987 13,853,438 14,932,967 14,802,185

(1) 5,623,499 5,662,669 6,433,608 6,380,891

(2) 7,675,425 6,999,343 7,260,570 7,184,841

(3) 212,650 213,056 220,382 218,046

(4) 1,062,413 978,370 1,018,407 1,018,407

２滞納繰越分 150,590 153,200 613,509 149,461

(1) 55,958 51,000 157,832 51,923

(2) 92,574 100,000 446,471 95,044

(3) 2,058 2,200 9,206 2,494

Ⅱ目的税 88,721 102,362 111,725 111,725

(1) 88,721 102,362 111,725 111,725

現年度分 87,908 102,361 111,709 111,709

滞納繰越分 813 1 16 16

合　　　　　　計 14,813,298 14,109,000 15,658,201 15,063,371

予 算 現 額 調 定 額 収 入 済 額

(Ａ) (Ｂ) (Ｃ)

市 民 税

固 定 資 産 税

軽 自 動 車 税

市 た ば こ 税

市 民 税

固 定 資 産 税

軽 自 動 車 税

入 湯 税



対前年度比

構成比

％ ％ 千円 ％ ％ ％ ％ ％

99.3 101.5 594,830 96.2 95.3 95.1 95.2 95.2

98.3 101.6 130,782 99.1 99.1 98.9 98.8 98.7

42.4 113.5 52,717 99.2 99.2 99.0 98.9 98.8

47.7 93.6 75,729 99.0 98.8 98.7 98.6 98.5

1.4 102.5 2,336 98.9 98.8 98.7 98.6 98.5

6.8 95.9 0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

1.0 99.3 464,048 24.4 20.6 23.2 21.0 24.4

0.4 92.8 105,909 32.9 31.7 35.1 34.1 38.0

0.6 102.7 351,427 21.3 16.9 19.4 16.9 20.5

0.0 121.2 6,712 27.1 23.5 27.2 28.5 31.7

0.7 125.9 0 100.0 100.0 99.3 97.2 97.4

0.7 125.9 0 100.0 100.0 99.3 97.2 97.4

0.7 127.1 0 100.0 100.0 99.3 99.8 99.8

0.0 2.0 0 100.0 98.1 100.0 7.8 22.6

100.0 101.7 594,830 96.2 95.4 95.1 95.3 95.2

(Ｃ)の 未 収 入 額 調定額(Ｂ)に対する収入済額(Ｃ)の割合(徴収率)

(Ｃ)／(Ａ) (Ｂ)－(Ｃ) 24年度 23年度 22年度 21年度 20年度



主要な施策の成果（一般会計）



２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

自治体クラウド推進事業
34,629 11,543 23,086

（情報政策課）

説　　　　　明

○

庁内設置サーバ台数

庁舎内 23 11

クラウド環境 6 18

※各業務システムの更新スケジュールにより、変動することも予想されます。

　広域的な災害に備えた対策の強化及び業務システムの経済性・効率性・安全性の向上による全体最
適化を図るため、クラウド環境の整備を行いました。

　・業務システムのクラウド(仮想サーバ）移行　3システム
　　（後期高齢者医療システム、清掃手数料システム、住民情報照会システム）
　・データ連携基盤システムの構築
　・データの遠隔地バックアップ環境の整備
　・委託先　株式会社エフコム会津オフィス

平成24年度末現在 平成29年度末予定



２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

地域振興費

19,913 19,913（会津・野岩鉄道施設整備事業補助金）

（地域づくり課）

説　　　　　明

○

・ 会津鉄道株式会社 9,900千円

老朽化施設の更新

（踏切保安設備更新、まくら木更新、車両改良、車両検査など）

会津線活性化連携計画対象事業

（車両のラッピングなど）

・ 野岩鉄道株式会社 10,013千円

葛老山トンネル改修工事

地域振興費（会津総合開発協議会特別負担金）
40,243 40,243

（地域づくり課）

説　　　　　明

○

対　　象 負担金額 年間輸送人員

会津鉄道株式会社 30,780 千円 548,373人

野岩鉄道株式会社 9,463 千円 401,615人

巡回バス運行事業費
7,513 7,513

（北会津支所まちづくり推進課）

説　　　　　明

○

　バス路線名 　北会津地域巡回バス

　バスの愛称 　ピカリン号

　１便あたりの運行距離

　１日あたりの運行便数

　年間運行便数

　年間利用者数

　第三セクター鉄道である会津鉄道株式会社及び野岩鉄道株式会社が、安全運行を確保するために必
要な老朽化施設の更新などを行う際に、県及び関係自治体と協調して財政支援を行いました。

　第三セクター鉄道である会津鉄道株式会社及び野岩鉄道株式会社の経営安定化を図るため、それぞ
れが策定した「会津鉄道第3次経営改善5ヵ年計画（計画期間：平成20～24年度）」並びに「野岩鉄道
経営改善計画（計画期間：平成24年度）」の収支見込に基づく経常損失見込額に対し、県及び関係自
治体が協調して財政支援を行いました。

　合併に伴う新市の一体感の醸成と地域間の交流促進を図るため、北会津地域と市内中心部、公共施
設等を結ぶ巡回バスを運行し、市民の利便性の向上に努めました。

【平成23年10月1日～平成24年9月30日】

　28.1km（第2～5便：若松駅前発着の巡回路線）

　16.7㎞（第1便：北会津支所発-若松駅前着、日・祝日運休）

　17.2km（第6便：若松駅前発-北会津支所着、日・祝日運休）

　17.7km（冬期便：真宮南発-若松駅前着、12月～3月運行）

　6便（※参照）

　2,155便

　28,068人

※運行状況については、バス会計年度（平成23年10月1日～平成24年9月30日）の実績

　12月から翌年3月までは、冬期便を含め7便運行

　ただし、年間通じて日・祝日は第1便・第6便・冬期便運休



２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

コミュニティバス運行事業費
15,779 3,822 11,957

（河東支所まちづくり推進課）

説　　　　　明

○

　バス路線名 　河東地域コミュニティバス

　バスの愛称 　みなづる号

　１便あたりの運行距離

　１日あたりの運行便数

　年間運行便数

　年間利用者数

生活交通路線対策事業費
46,123 2,952 43,171

（地域づくり課）

説　　　　　明

○市町村生活交通対策事業

バス路線名 運行距離 運行回数 輸送人員 補助金額

金堀 9.7km 5,368 千円

循環芦の牧 36.3km 20,510 千円

新鶴温泉 18.4km 3,505 千円

笈川 14.9km 4,752 千円

高坂 4.3km 1,311 千円

合　計 35,446 千円

※「運行回数」は、年平均１日あたりのバス運行（往復）の回数

○ 生活交通路線運行維持対策事業

バス路線名 運行距離 運行回数 輸送人員 補助金額

桜町入口経由本郷 10.8km 48 千円

対馬館・工業団地経由本郷 10.6km 150 千円

年貢町経由永井野 13.8km 262 千円

塩川・喜多方 24.1km 1,001 千円

熊倉・喜多方 26.3km 2,660 千円

原 32.1km 6,552 千円

合　計 10,673 千円

※「運行回数」は、年平均１日あたりのバス運行（往復）の回数

　合併による新市の一体感の醸成を図るため、河東地域と市内中心部を連絡するコミュニティバスを
運行し、地域住民の日常生活の利便性向上・バス沿線の公共施設のアクセス性向上による地域間交流
の促進及び観光振興を図りました。

【平成24年4月1日～平成25年3月31日】
 13.5㎞（1便～3便：山見町経由）
 13.8㎞（4便～10便：山見町、リオン・ドール河東店経由）

  10便

　3,650便

　18,886人

　児童・生徒の通学や高齢者の通院など、他の移動手段に頼ることのできない住民のための公共交通
手段であるバス路線について、運行費用の一部を県と市町村で補助することにより、本市及び近隣町
村の住民の交通手段の確保を図りました。

対象：5路線

2.9回 3,037人

10.8回 96,133人

3.2回 23,219人

5.2回 33,345人

1.8回 2,665人

　県生活交通対策協議会において、地域住民の生活に必要な移動手段の確保のために、維持・確保が
必要と認められた広域・幹線的バス路線について、国・県から補助されない欠損額を、関係市町村と
連携しながら補助し、当該路線の運行維持を図りました。

対象：6路線

6.4回 38,820人

5.4回 31,386人

6.5回 43,217人

10.3回 140,719人

5.3回 48,392人

5.6回 66,511人



２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

現年度徴収対策強化事業

584 584（納税等相談専門員報酬）

（納税課）

説　　　　　明

○

40,701 40,701

説　　　　　明

小選挙区

・

・ 

比例代表東北選挙区

・

・

ＩＣＴ地域のきずなづくり事業費
165,109 55,036 110,073

（防災安全課）

説　　　　　明

○

内　容 金　額

ＩＣＴきずなプラットフォームシステム構築業務委託

　生活困窮者、多重債務者等である市民に対して専門的知見からの助言及び指導を行うため、平成24
年9月、納税等相談専門員を配置しました。
　相談内容は、遺産相続、分割協議などいずれも専門知識を要する案件であり、一定の成果がありま
した。

・相談件数   6件（平成25年3月末現在）  

衆議院議員総選挙並びに最高裁判所裁判官国
民審査に要する経費 

 (選挙管理委員会) 

○ 　衆議院の解散に伴い、第46回衆議院議員総選挙並びに最高裁判所裁判官国民審査を平成24年12月16日
に執行しました。

投票者数  58,729人

投票率      58.38%

投票者数  58,734人

投票率      58.39%

　市と大熊町が管理するＳＮＳ（ソーシャルネットワークサービス）、ＧＩＳ（地図情報システム）、
デジタルサイネージを組み合わせた「ＩＣＴきずなプラットフォームシステム」を構築しました。
　これにより、両市町の公共連絡網が構築され、また、地図を活用したきめ細やかな行政情報の提供
が可能となり、ＩＣＴによるきずなづくりを図るとともに、本市の防災対策等の基盤の構築を図りま
した。

165,109千円

※ ＩＣＴ（インフォメーション、アンド、コミュニケーション、テクノロジー）＝情報通信技術

ＳＮＳ（ソーシャル、ネットワーク、サービス）＝人と人との繋がりを促進する情報通信サービス

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　



２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

線量低減化活動支援事業費
4,962 4,962

（環境生活課）

説　　　　　明

○

交付件数 交付金額

8,396 8,336 60
（健康増進課）

説　　　　　明

○

・電子式線量計

　対象者　　　妊婦のうち希望者

　貸与者数     　

・バッジ式線量計

　対象者　　　中学生以下のこどものうち希望者

　貸与期間　   

　  　　　　　　　　　

　対象者数　  　 

　測定者数　  　 

　回収率

・事業の実施結果

　放射線に対する市民の不安感払拭のため、通学路や公園等、子どもたちが比較的長く過ごす場所の
線量低減化活動を実施した町内会等の団体に対し、活動にかかった経費を補助しました。

18件 4,561千円

個人線量計整備等事業費

　東日本大震災による原子力発電所事故の長期化に伴い、放射線量に関する不安を解消するため積算
放射線量を測定できる個人線量計を妊婦や子どもに貸与しました。

　貸与期間　    　　　　母子手帳交付から出産までのうち、対象者の希望する期間　

187名　　 

平成24年7月20日～平成24年9月19日までの2ヵ月間　　　　

17,667名

 4,781名　（申込者数　4,923名）

 97.1％ 

　バッジ式線量計においては、2ヶ月間の平均値は0.03mSv、最高値は0.38mSv、最低値は0.01mSv未
満（測定限界値未満）でした。今回の結果から推計される1年間の数値が、平常時の被ばく限度量と
される年間1mSv未満の人は99.98％でした。
　なお、推計により1年間の数値が1mSvを超える方は1人でしたが、聴き取り調査の結果、測定期間
中に会津若松市外の環境放射線量の高い地域に長期間滞在していたことが判明しました。
　その後、電子式線量計による2週間の追加調査をした結果、測定値から算出される年間積算線量は
0.04msvと市の測定結果の平均的な数値であったため、特に問題ないと判断しました。
　調査の結果、本市の放射線量については市の放射線管理アドバイザーより「健康に影響を与える
ような数値ではない」という見解をいただいております。
　また電子式線量計においては、返却の際に測定値の確認を行い、平常時の被ばく限度量を超える
測定値は確認されませんでした。



２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

食品等放射能検査事業費
29,959 29,742 122 95

（健康増進課）

説　　　　　明

○

・事業開始

・設置台数 19 台

・設置施設 本庁舎、北会津支所、河東支所、大戸・北・南・東・一箕公民館

・検査件数

［内訳］

本庁舎

北会津支所

河東支所

大戸公民館

基幹集落センター

北公民館

南公民館

東公民館

一箕公民館

公設地方卸売市場

下水浄化工場

合　計

・検査結果

学校給食食材検査等事業費
10,976 396 10,580

（学校教育課）

説　　　　　明

○

・

・

・

・

　市民の放射能に対する不安の解消を図るため、国（消費者庁）、県より放射能簡易分析装置の貸与
を受け、市民の身近な施設に設置し、自家消費用農作物、地下水など食品等の放射能検査を実施しま
した。

平成24年2月8日

基幹集落センター、公設地方卸売市場、下水浄化工場（11施設）

1,354件（平成24年4月1日から平成25年3月末日まで）

458件

87件

76件

77件

131件

85件

134件

136件

77件

85件

8件

1,354件

食品中の放射性物質の基準値である100Bq/kgを超えた件数　22件　

　学校給食で使用する食材の放射線量の測定及び測定結果の情報提供を行い、児童生徒等のより一層
の安全・安心の確保及び、保護者の不安払拭を図りました。

実施期間　　　平成24年5月～平成25年3月

対　　象　　　学校給食調理場19箇所

検査食材数　　600検体

検査結果　　　検出下限値（10Bq/㎏）を超える食材はありませんでした。



２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

保育所給食食材検査事業費
12,843 3,630 1,000 8,213

（こども保育課）

説　　　　　明

○

・検査結果

　

　市場流通には問題ないものでありますが、児童及び保護者等の更なる安心確保のため、

　給食には使用していないものです。

内部被ばく線量測定事業費
2,253 7 2,246

（健康増進課）

説　　　　　明

○

・事業期間

・設置台数

・検査会場 河東保健センター

・検査方法

・検査件数

・検査結果 受検者全員検出なし

　保育所で使用する給食食材について、調理前々日までに食品放射線測定器にて測定し、検査結果の
情報提供を行うことにより、児童及び保護者等への更なる安心の確保を図りました。

・施設数　　22施設（認可保育所及びへき地保育所）

・検査回数　保育所1施設当たり月1回程度

・食材数　　1回当たり3食材を検査

・検出限界値　10 Bq/kg未満（飲料水は1Bq/kg未満）

【検査件数】　　　　751件

＜検出せず＞　　　744件

＜放射性セシウム検出＞　7件（れんこん4件、生しいたけ2件、緑茶1件）

※放射性セシウムが検出された食材については、全て国の基準（100Bq/kg）を下回っており、

　東日本大震災による原子力発電所事故に伴い、市民及び市外からの避難者の健康不安を解消するた
め、寄贈されたホールボディカウンタによる内部被ばく測定検査を実施しました。

平成24年10月15日～平成25年3月31日

1台（株式会社ひばりプロダクションより寄贈）

ホールボディカウンタによる10分程度の測定

検出限界値250ベクレル（セシウム134及びセシウム137の合計値）

293件（市民215件・市外からの避難者78件）



２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

地域給付金事業費
9,171,121 9,170,830 32 259

（東日本大震災対策室）

説　　　　　明

○

区　　分 人　数 支給総額

　子ども及び妊婦 25,244人 5,048,800 千円

　上記以外 100,588人 4,023,520 千円

合　　　計 125,832人 9,072,320 千円

　東日本大震災に伴う原子力発電所事故により全県民が被ったブランド・イメージの低下、風評被害
等の払拭を図るため、地域住民による多様な活動に資することを目的とし、地域給付金を給付しまし
た。

※ 給付世帯数：52,147世帯



３款 民生費 （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

障がい者自立支援給付費
1,392,103 1,085,594 620 305,889

（障がい者支援課）

説　　　　　明

○

・ 居宅介護、生活介護、施設入所支援等の介護給付費や自立訓練、就労移行支援等の

訓練等給付費の支給

・ 障がい福祉サービスの利用調整や利用計画の作成

・ 長期入院による医療的ケア及び常時介護のための療養介護医療費の支給

・ 失われた身体機能の補完又は代替するための補装具費の支給

・ 心身の障がいの状態の軽減等を図るための自立支援医療費（更生医療）の支給

・ 障がい程度区分を認定するための審査会運営業務等

事　業　名 件　数 金　額

障がい福祉サービス費等

相談支援給付費等

療養介護医療費

補装具費

自立支援医療費（更生医療）

障害程度区分認定等事業

合　計

後期高齢者医療事業費
1,505,087 195,185 91,968 1,217,934

（国保年金課）

説　　　　　明

○

事　業　名 金　額

32,893千円

後期高齢者医療広域連合市町村負担金 65,765千円

後期高齢者医療広域連合保健事業負担金 7,849千円

1,102,178千円

後期高齢者医療特別会計繰出金 296,376千円

合　計 1,505,061千円

　障がいの種類、程度にかかわらず、地域で自立した生活が送れるように、利用者の申請に基づき様
々な福祉サービスを提供しました。

14,369件 1,145,367千円

658件 9,257千円

166件 13,015千円

263件 23,372千円

1,790件 178,335千円

416件 3,510千円

17,662件 1,372,856千円

　後期高齢者医療制度の健全な運営に資するため、福島県後期高齢者医療広域連合に対し、事務費や
市の法定負担金となる療養給付費等負担金を支出しました。
　また、本市の後期高齢者医療特別会計へ事務費分や保険基盤安定負担金分として繰出金を支出する
と共に、健康診査を実施し後期高齢者の健康増進と医療費の抑制に努めました。

健康診査事業委託料

後期高齢者医療療養給付費等負担金



３款 民生費 （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

子ども医療費
466,516 152,509 314,007

（こども家庭課）

説　　　　　明

○

・助成対象者

・助成対象人数

児童健全育成事業費
171,370 61,151 30,906 79,313

（こども保育課）

説　　　　　明

○

児童手当
1,724,095 1,459,685 264,410

（こども家庭課）

説　　　　　明

○

支給対象児童

対象月

該当受給者 手当月額

所得制限を下回る（児童手当）

中学生

所得制限以上（特例給付）

　子どもの疾病又は負傷の治癒を促進し、子どもの保健の向上に寄与することを目的とし、子どもの
医療費の一部を保護者に助成しました。
　また、助成対象を次のとおり拡大し、さらなる医療費制度の充実を図りました。

平成24年9月診療分まで 平成24年10月診療分から

外来・調剤：0歳～小学校3年生まで   外来・入院・調剤：0歳～18歳に到達した日
  以後における最初の3月31日まで　 入院：0歳～中学校3年生まで

20,679人（平成24年度末現在）

　昼間保護者のいない家庭の小学校低学年児童（小学１年生～３年生）に、適切な遊びや活動の場を
与え、児童の健全な育成と保護者の就労支援を図りました。

・施設数　22施設

（直営4箇所、委託18箇所）

・利用児童数　1,013名

　平成24年度改正の児童手当法に基づき、次代の社会を担う子どもの健やかな成長と家庭等の生活の
安定を目的に、児童手当を支給しました。

0歳から中学生まで

平成24年4月から

3歳未満 15,000円

3歳～小学生
（第一子・第二子）

10,000円

3歳～小学生
（第三子以降） 15,000円

10,000円

0歳～中学生まで 5,000円

※ 受給者数（平成25年2月末時点） 9,563人

※ のべ児童数（平成25年2月末時点） 16,052人

※ 所得制限は、平成24年6月分から適用



４款 衛生費 （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

感染症予防費（子宮頸がん等）
141,542 46,205 95,337

（健康増進課）

説　　　　　明

○

・子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進事業

ワクチン名 対象 のべ件数 金額

ヒブワクチン 3,280件 26,148 千円

小児用肺炎球菌ワクチン 3,506件 35,646 千円

子宮頸がん予防ワクチン 2,271件 32,791 千円

合　　計 9,057件 94,585 千円

・予防接種法に基づく定期接種

ワクチン名 対象 のべ件数 金額

不活化ポリオワクチン 3,499件 38,062 千円

四種混合ワクチン 736件 8,895 千円

合　　計 4,235件 46,957 千円

環境都市推進事業費

2,781 2,781（住宅用太陽光発電システム設置補助金）

（環境生活課）

説　　　　　明

○

・補助単価

・補助実績

事　業　名 件数 金額

住宅用太陽光発電システム設置補助金

環境放射線調査事業費
595 595

説　　　　　明

○

事業名 開催月日 会場 参加者

「放射線教育に役立つ知識と今後の課題」 謹教小学校

「放射線に関する説明会及び相談会」

　国の「子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進臨時特例交付金」を活用し、任意接種であるヒトパピロー
マウィルスワクチン(子宮頸がん予防ワクチン）、ヘモフィルスインフルエンザ菌ｂ型ワクチン(ヒブ
ワクチン)、小児用肺炎球菌ワクチンについて、公費助成による接種機会の提供を行い、疾病予防を
図りました。また、予防接種法の改正により、平成24年9月から不活化ポリオワクチン、平成24年11月
からは四種混合ワクチンの接種を行いました。

2か月～5歳未満

2か月～5歳未満

中学1年～高校2年生

3か月～7歳6か月未満

3か月～7歳6か月未満

　住宅用太陽光発電システムを設置する場合に、費用の一部を補助することにより、地球温暖化対策
として再生可能エネルギーの導入を促進しました。

太陽電池モジュールの公称最大出力１kW当たり10,000円

（ただし40,000円を上限。）

72件 2,781千円

(環境生活課)

　放射線管理アドバイザーに環境放射線詳細調査結果の分析を依頼するとともに、助言を受けながら
市の除染方針を決定したほか、市政だよりやホームページ等で放射線の調査結果や健康への影響等を
市民に周知しました。
　また、放射線管理アドバイザーを講師に招いて放射線に関する講演会や説明会を行い、市民の不安
感の払拭を図りました。

平成24年
6月15日

250人

平成24年
7月7日

北会津支所
ピカリンホール

7人

平成24年
7月7日

北公民館
会議室 7人

平成24年
7月8日

河東公民館
ホール

20人



６款 農林水産業費 （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

戸別所得補償経営安定推進事業費
9,295 9,195 100

（農政課）

説　　　　　明

○

１．「人・農地プラン」の作成

　　集落説明会等の開催、アンケート調査等を通し、集落の合意に基づく「人・農地プラン」を

作成しました。

　①推進活動

　　・説明会の開催　……農事組合長及び各種団体への説明会の開催

　　　　　　　　　　　　ＪＡあいづの営農座談会等での集落説明会の開催

　　・ＰＲ活動　　  ……農産物情報お届け便による「人・農地プラン」の周知

　②作成集落

２．青年就農給付金　　

所得確保のため給付金を交付することにより、就農後の経営安定を図りました。

３．農地集積協力金交付金　　

　　「人・農地プラン」に位置づけられた中心となる経営体への農地集積に協力する農業者に対し、

　協力金を交付することにより、農地の効率的利用と担い手の育成を図りました。

 ・対象者　　

 ・集積面積 607a

　高齢化や後継者不足により、耕作放棄地が増加するなどといった地域における「人と農地の問題」
を解決するため集落の合意に基づく「人・農地プラン」を作成するとともに、プランに位置づけられ
た中心的経営体への農地集積等を推進することにより、担い手の育成確保を図りました。

　　・アンケート調査……7月に全集落に対し、アンケート調査を実施　

　　・8集落（香塩、崎川、金道、西田面、新屋敷、森台、東城戸、原）

　　「人・農地プラン」に位置付けられた青年就農者に対し、経営が不安定な就農直後（5年以内）の

 ・対象　5件（新規就農者4名及び夫婦1組）

5名



６款 農林水産業費 （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

土地改良事業費
88,484 146 61,400 3,456 23,482

（農林課）

説　　　　　明

○

１．負担金

事　　　業　　　名 施工箇所 事業内容 金　額

日橋堰地区県営農業用水再編対策事業 河東地区 水路工 23,582

双潟地区県営経営体育成基盤整備事業 湊地区 補完工 2,060

原地区県営経営体育成基盤整備事業 〃 〃 4,524

経沢地区県営経営体育成基盤整備事業 〃 区画整理工 20,775

小谷地区県営経営体育成基盤整備事業 大戸地区 補完工 788

東長原地区県営経営体育成基盤整備事業 河東地区 区画整理工 14,175

宮川２期地区県営基幹農道整備事業 北会津地区 道路工 4,483

下野堰地区県営農業用河川工作物応急対策事業 〃 堰改修 461

西後庵堰地区県営農業用河川工作物応急対策事業 〃 〃 1,512

牛川地区県営農業用河川工作物応急対策事業 〃 〃 181

鶴沼三堰地区県営農業用河川工作物応急対策事業 〃 〃 216

宮川地区県営防災ダム事業 〃 ダム改修 1,155

鶴沼川防災ダム県直接管理 〃 施設維持 2,439

合　　　　計 76,351

２．補助金

事　　　業　　　名 施工箇所 事業内容 金　額

槻ノ木地区県単調査設計事業 河東地区 調査 2,254

戸ノ口堰地区団体営調査設計事業 一箕地区 調査 586

会津大川地区団体営調査設計事業 北会津地区 調査 261

合　　　　計 3,101

会津材循環利用促進事業費
987 987

（農林課）

説　　　　　明

○

・交付先　  会津若松地方森林組合

　農地の多面的高度利用を目的に県及び土地改良区が実施する基盤整備事業等に対し、負担金及び補
助金等を支出しました。

(単位：千円）

(単位：千円）

　間伐材を、建築用材やバイオマス発電用燃料チップとして有効活用を図り、林業の活性化を推進す
るため、県の基準に基づく間伐事業を行う林業事業体に対して、間伐材を搬出運搬する経費の一部を
支援しました。

・間伐面積　22.38ha（大戸町闇川地区、黒森地区）

・搬出材積　658㎥（木材用346㎥、燃料チップ用312㎥）

・補助単価　材積1㎥当たり1,500円



７款 商工費 （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

ＩＴ産業振興事業費
347,764 166,280 181,484

（商工課）

説　　　　　明

〔実施結果〕

　　　　　　奨励賞　株式会社 会津ラボ　　

〔緊急雇用創出基金事業〕

・事業内容 起業希望者を支援するインキュベーションマネージャーの育成を図りました。

・委託先 特定非営利活動法人　教育・雇用研究機構

・事業内容 市場が急拡大しているスマートフォンのコンテンツを作成する人材を育成しました。

・委託先

・事業内容

・委託先 株式会社 デザイニウム

・事業内容

・委託先 特定非営利活動法人　会津エヌピーオーセンター

・事業内容

・委託先 株式会社 デザイニウム

〔実績〕

・株式会社エマキ

・株式会社 デザイニウム

・事業主体　会津若松スマートシティ推進協議会

・事業主体　特定非営利活動法人 教育･雇用研究機構

○　社会的に認知度が低く経営基盤も脆弱なベンチャー企業における技術・ビジネスモデルの中で、優
秀な技術・モデルと認められるものを「会津産IT技術」として認定しました。

・応募総数　7件

・受賞件数　大賞 2件（各250千円交付）　奨励賞 1件（100千円交付）

・受賞者　　大賞　　株式会社 Ｇｃｌｕｅ　　相田　真吾（会津大学大学院）

○　緊急雇用創出基金事業を活用し、IT産業の支援のため、ナレッジワーカーの育成、起業家支援人
材の育成等、IT産業基盤を強化するための人材育成を図りました。 

１.創業・起業支援人材育成事業 16,023千円･･･新規雇用者3人

２.地域情報コンテンツサービス開発事業 35,173千円・・・新規雇用者10人

株式会社 NSTラボ（現：会津ラボ）

３.SNS情報コミュニケーション促進事業 10,076千円･･･新規雇用者4人

Twitter等を活用して地域内の商品販売サービスを支援する人材を育成しました。

４.IT人材メンタル強化育成事業 11,695千円･･･新規雇用者3人

IT技能者に対し、ビジネススキルとメンタル面を強化する研修を実施しました。

５．まちなかWIFIピンポイント情報提供事業 4,695千円･･･新規雇用者3人

無線LANを活用した情報サービスを支援する人材を育成しました。

○　会津産IT技術に認定されたITベンチャーの販路拡大を支援するため、ベンチャーの展示会等への
出展を支援しました。

･･･「EE東北’12」（平成24年10月24日～10月25日） 118千円

･･･「TOKYO DESIGNERS WEEK2012」（平成24年10月30日～11月5日）

200千円

○　本市のスマートシティ構想の基盤技術となり得るスマートグリッドシステムの構築に係るシステ
ムの研究開発を支援しました。

・事業内容　電力消費測定器の開発・設置（市内100世帯）

・補助額　　265,860千円

○　特定非営利活動法人が設置するビジネスインキュベーション施設の整備費用を補助し、ITベンチ
ャー企業の創業及び育成の促進を図りました。

・整備施設　まちなかビジネスインキュベーション施設「NAXIA」（平成26年5月開所）

・補助額　　3,000千円（施設整備費補助金）



７款 商工費 （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

商工業金融対策事業費
690,775 690,755 20

（商工課）

説　　　　　明

○ 融資制度
　企業の資金需要に対応し、中小企業の育成と経営の安定化を支援しました。 

制度名 預託額 期中貸付額 件数

中小企業等協同組合融資制度

中小企業未来資金保証融資制度

合　計

○ 信用保証料等補助制度

制度名 件数 補助金

合　計

会津ブランド推進事業
8,434 8,434

（商工課）

説　　　　　明

〔企業マルシェ実績〕

［会　　場］あいづドーム

75,000千円 3,208,000千円 68件

600,000千円 544,667千円 118件

675,000千円 3,752,667千円 186件

  融資制度利用者に対して信用保証料等を補助することにより、中小企業の負担軽減を図り、資金調
達の円滑化に寄与しました。特に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について
は、東日本大震災からの復興を支援する観点から、全額補助を行いました。

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

113件 15,737千円

新規開業特別貸付等利子補給金交付制
度 2件 36千円

115件 15,773千円

○　東日本大震災等の影響により低下した地域産品のブランド力回復を図るため、首都圏を中心とした
主要企業等と連携し各種事業を実施しました。特に、企業において直接販売及び観光PR等を行う「企
業マルシェ」により、本地域産品の安全性と品質の高さについて情報発信し、当該企業の社員食堂に
おける会津産食材の利用促進や定期的な物産品販売機会の創出、社員旅行の誘致等を図りました。

・実施件数：首都圏企業 延べ14社

・参加企業：会津地域企業 延べ164社

・来場者数：17,200名

○　会津地域の「ものづくり」を広くＰＲするとともに、ものづくりの楽しさと素晴らしさを体験でき
る機会を提供し、将来のものづくり人材の育成に資していくことを目的として「会津ブランドものづ
くりフェア2012」を開催しました。

・会津ブランドものづくりフェア実行委員会負担金　7,800千円

［会　　期］平成24年10月27日～平成24年10月28日

［来場者数］25,400人



７款 商工費 （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

商業地域活性化事業費
41,269 25,052 16,217

（商工課）

説　　　　　明

○　中小企業振興補助金等

（内　訳）

事　　業　　名 件数 金　額（千円）

　イベント事業補助金

　人材育成事業補助金

　商店街施設設置事業補助金

　商店街施設維持管理事業補助金

　空き店舗対策事業補助金

　チャレンジショップ支援事業補助金

　合　　　計

○ 　緊急雇用創出基金事業

１．賑わいコーディネーター育成事業

・事業内容

・委託先 株式会社まちづくり会津

・新規雇用者

２．買い物弱者対策地域ニーズ実態調査

・事業内容

・調査期間

・委託先 株式会社まちづくり会津

・新規雇用者

　商工業の振興を図るため、中小企業振興条例等に基づく各種補助金、負担金を支出することによ
り、商店街活動の支援、地場産業関連団体等が行う事業への支援を行いました。とりわけ商店街等
が実施するイベント事業、人材育成事業、空き店舗対策事業等への支援を実施し、魅力ある商店街
づくりに努めました。

１.十日市実行委員会負担金 750千円

２.中小企業振興補助金 19,337千円

25件 7,178千円

3件 456千円

1件 881千円

12件 1,212千円

18件 8,530千円

1件 1,080千円

60件 19,337千円

  中心市街地活性化や社会的課題の解決につながる事業について、雇用機会の創出と人材育成を図
りました。

14,521千円

商店街や中心市街地の活性化を目指した人材を育成するとともに、その推進体
制の強化を図りました。

4名

6,661千円

日常的な買い物等に支障をきたしている「高齢買い物弱者」の実態について、
65歳以上の世帯4,000件の個別訪問調査を行いました。

平成25年1月～平成25年3月

6名



７款 商工費 （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

企業誘致促進事業費
183,746 50,019 38,250 95,477

（企業立地課）

説　　　　　明

○

１．企業立地奨励金

　 ・ 件　　数

・ 交付金額

（内訳）

・ 会津コスモス電機株式会社（企業立地奨励金）

２．用地取得助成金

・件　　数

・交付金額

（内訳）

・株式会社グリーン発電会津

・ 株式会社サンブライト

・ 株式会社羅羅屋

３．企業誘致東京情報センター機能業務委託

（１）委託料

（２）委託先 財団法人日本立地センター

（３）企業立地アンケート及び企業ヒアリング

４．成長産業集積促進業務委託

（１）委託料

（２）委託先 株式会社日刊工業新聞社福島支局

（３）企業立地アンケート及び企業ヒアリング

○  本市における工場立地を促進するため、工場設置融資制度の預託を行いました。

・工場設置融資制度

預託額

　産業振興や雇用の拡大、定住人口の増加など地域経済の活性化を図るため、企業訪問を行ったほか、
日刊工業新聞社や日本立地センターの有する企業とのネットワークを活用しながら企業誘致活動に取
り組みました。また、企業立地奨励金の交付や、会津若松河東工業団地への立地企業に用地取得助成
金を交付し、企業の操業支援に努めました。

1件

2,818千円

3件

89,492千円

31,881千円

16,862千円

40,749千円

1,050千円

・アンケート調査（対象：製造業等）（平成24年７月）　20,000社

・日本立地センターの企業訪問（平成24年7月～平成24年12月）　200社

3,150千円

・アンケート調査（対象：エネルギー・情報通信等）（平成24年10月）　22,867社

・日刊工業新聞社の企業訪問（平成24年9月～平成25年1月）　109社

・市と同社による合同企業訪問（平成24年11月～平成25年3月）　12社

35,100千円



商工費 （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

温泉地域活性化推進事業補助金
7,000 7,000

（観光課）

説　　　　　明

○

補助団体 東山温泉観光協会 芦ノ牧温泉観光協会

誘客宣伝

イベント

環境整備

観光案内

共同施設

合　　計

7款

  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、両温泉地域が取り組む誘客宣伝、
イベント、調査研究、環境整備、観光案内、共同施設事業等について補助金を交付し、支援しました。

　新聞、旅行・レジャー関係情報誌へ
の宣伝広告の掲載、ホームページの更
新、パンフレット・ポスター等の作成
配布やPRキャラバン等を実施し、誘客
宣伝を図りました。
　また、手ぶらでまちなか観光サービ
ス事業を展開しました。

　新聞、旅行・レジャー関係情報誌へ
の宣伝広告の掲載、ホームページの更
新、パンフレット・ポスター等の作成
配布やPRキャラバン等を実施し、誘客
宣伝を図りました。また、アクセス数
アップのため、ホームページの充実を
図りました。

事業費2,312千円・補助額770千円 事業費4,952千円・補助額1,240千円

　お湯かけまつり、盆踊り大会等のイ
ベントを開催し、夏の温泉情緒を演出
しました。また、歳の神を実施し、冬
の温泉街への誘客を図りました。 

　芦ノ牧温泉盆踊り大会や、冬まつり
、芋煮会等のイベントを開催した他、
大内宿夕食ツアーなどを企画しました
。

事業費1,051千円・補助額350千円 事業費2,696千円・補助額830千円

温泉街において美化活動を実施し、景
観向上を図りました。

清掃活動や植栽活動を実施したほか、
老朽化した桜の伐採を行い、温泉街の
景観向上を図りました。

事業費1,140千円・補助額380千円 事業費3,276千円・補助額900千円

　旅館案内、観光案内等の総合観光案
内業務を行い、観光客へのサービス向
上を図りました。

旅館案内、観光案内等の総合観光案内
業務を行い、観光客へのサービス向上
を図りました。

事業費8,234千円・補助額2,000千円 事業費1,454千円・補助額360千円

散策路や足湯の整備、癒し処などの運
営を行い、温泉街の癒しの空間を演出
しました。

事業費871千円・補助額170千円

事業総額12,737千円 事業総額13,249千円

補助総額3,500千円 補助総額3,500千円



７款 商工費 （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

「八重の桜」プロジェクト事業費
236,582 97,977 138,500 105

（八重の桜プロジェクト対策室）

説　　　　　明

○

１．市民参加事業

２．大河ドラマ館事業

３．関連イベント事業

４．誘客宣伝事業

５．物販事業

６．受け入れ事業

　大河ドラマ「八重の桜」の放送に合わせて、官民一体となったプロジェクト推進組織である会津若
松市「八重の桜」プロジェクト協議会へ負担金を支出し、大河ドラマ館の開館や観光誘客、受け入れ
体制の充実等、「ハンサムウーマン　八重と会津博」の開催によるさまざまな事業展開を図りました。

　市民参加の地域環境の向上や、機運醸成を目指し、市民向け講演会等の実施や八重のふるさと
会津を市民一人ひとりからPRできる「ひとり1発信運動」のためのはがきを市政だよりに掲載しま
した。
　また、青少年に対する機運醸成のため、副読本の作成や紙芝居の実施により、八重の認知度向
上を図りました。

　「八重の桜」に登場する新島八重や幕末の会津の歴史を、見て、聞いて、触れるエンターテイメ
ントスペースとして、「ハンサムウーマン　八重と会津博　大河ドラマ館」を、平成25年1月12日
にオープンしました。平成25年3月末時点での来場者は、84,736人でした。

　各観光施設との連携や、様々な主催、共催、後援イベントを、関連イベント事業として展開し、
情報発信等を行いました。

　新島八重を中心とした会津の魅力を全国に向けて発信するため、ポスター、パンフレット等の作
成・配布を行うとともに、全国各地でのキャラバン参加等により、幅広い宣伝活動、誘客拡大を図
りました。

　地場産品のPRとお客様へ買物の楽しみを提供するため、大河ドラマ及び会津の物産を扱うアンテ
ナショップ「ありがとなし」を設置しました。
　また、公式オリジナルグッズの企画、販売等を通し、事業全体の盛り上げを図りました。

　大河ドラマ関連のロケに関する情報提供やロケ支援を行うとともに、観光客の受け入れ体制の充
実を図るため、駐車場の確保、渋滞緩和対策に努めました。
　さらに、心の込もった地元のおもてなしの提供を充実させるため、まちかどで出会える「ハンサ
ムウーマン」事業により、会津地域の店舗から、他人に負けないハンサムポイントを所持した女性
をハンサムウーマンとして認定し、まち歩き観光の推進に努めました。



８款 土木費 （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

舗装及び改良事業費
187,067 104,493 76,200 6,374

（道路建設課）

説　　　　　明

○

１．工事請負費

工　種 区　分 路線数 事　業　量 事　業　費

舗装及び改良工

合　計

２．委託料

内　容 事　業　量 事　業　費

　用地測量業務委託

合　計

３．公有財産購入費

内　容 事　業　量 事　業　費

　用地買収

４．補償補てん及び賠償金

内　容 事　業　量 事　業　費

　物件移転補償等

溢水対策事業費
56,017 42,000 14,017

（道路維持課）

説　　　　　明

○ 　水路整備や水門改修を行い、浸水被害の解消を図りました。

・　工事請負費

内　容 箇所数 事業量 事業費

水門改修 2

水路整備 10

合　計 12

　交通渋滞の解消、経済活動・観光産業の活性化促進、生活環境の改善を図るため、幹線市道の道路
網整備等を図りました。また、高齢者や障がい者などの通行を安全なものとし、快適なくらしの創出
のために歩道の整備を図りました。

1級市道 4路線 296.6ｍ　 50,908千円　

2級市道 4路線 193.1ｍ　 53,034千円　

3級市道 2路線 207.8ｍ　 27,668千円　

10路線 697.5ｍ　 131,610千円　

うち前年度からの繰越　44,640千円

他に次年度への繰越　71,199千円

　物件調査積算業務委託 3件 1,964千円　

2件 1,541千円　

　不動産鑑定業務委託 6件 809千円  

11件 4,314千円　

他に次年度への繰越　　 940千円

4,614.79㎡ 3,519千円　

うち前年度からの繰越　　2,054千円

他に次年度への繰越　  4,755千円

13件 45,946千円　

うち前年度からの繰越 　16,747千円

他に次年度への繰越  　2,675千円

2基 21,684千円

425.95ｍ 34,333千円

56,017千円



８款 土木費 （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

景観形成事業費
12,025 5,423 6,602

（都市計画課）

説　　　　　明

○

１．美しい会津若松景観助成金の交付

内　　　　　　容 件　数 金　　　額

歴史的景観指定建造物への助成 2件 3,246千円

自然景観指定緑地への助成 14件 192千円

景観協定地区への助成 7件 7,409千円

合　計 23件 10,847千円

２．その他の景観関連施策

・ 美しい会津若松景観賞の表彰 2件

・ 「大好きな会津」絵画コンクールの表彰 36件

都市計画街路事業費
101,732 54,878 43,500 3,354

（道路建設課）

説　　　　　明

○

内　容 事　業　量 事　業　費

　用地測量業務委託

　道路詳細設計業務委託

合　計

内　容 事　業　量 事　業　費

　用地買収

内　容 事　業　量 事　業　費

　物件移転補償等

　会津若松市を魅力ある「まち」として形づくっていくために、景観的視点に立ったまちづくりが求
められており、平成4年3月制定の会津若松市景観条例に基づき、美しい会津若松景観助成金の交付な
ど、各種景観関連施策の推進・展開に努めました。

　市内の良好な交通体系の確保のため、街路事業（会津若松駅中町線・藤室鍛冶屋敷線）の推進を図
りました。

１. 委託料

　物件調査業務委託 4件 4,526千円　

1件 1,350千円　

  不動産鑑定業務委託 3件 315千円　

1件 10,003千円　

9件 16,194千円　

他に次年度への繰越   6,630千円

２. 公有財産購入費

251.69㎡ 14,926千円　

他に次年度への繰越  37,064千円

３. 補償補てん及び賠償金

7件 69,571千円　

うち前年度からの繰越   5,198千円

他に次年度への繰越 119,859千円



８款 土木費 （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

会津総合運動公園陸上競技場等整備事業費
380,088 190,000 189,500 588

（花と緑の課）

説　　　　　明

○

・工事請負費

内　　容 工事件数 主な事業量 事業費

１件

１件

スタンド・フィールド芝生整備工事 １件

１件

メインスタンド周辺整備工事 １件

フィールド・トラック電気設備工事 １件

１件

障害物競走誘導レーン外整備工事 １件

合　計

城前団地建替事業費
15,986 7,505 7,400 1,081

（建築課）

説　　　　　明

○

１．委託料

内　容 事　業　量 事　業　費

　地質調査業務委託

　

２．補償補てん及び賠償金

内　容 事　業　量 事　業　費

　入居者移転料

　会津総合運動公園内の最後の施設となる陸上競技場の整備について、フィールド・トラック関連の
工事が完了し、周辺駐車場の整備に着手しました。

フィールド・トラック整備工事
（平成23年度・平成24年度継続）

全天候舗装
 A＝10,431.7㎡

179,463千円

フィールド芝生整備工事
（平成23年度・平成24年度継続）

張芝
 A＝7,714.5㎡

21,507千円

張芝
 A＝4,970.8㎡

31,030千円

周辺駐車場整備工事（第1工区）
土工
 A＝8,886㎡ 32,319千円

舗装工
 A＝2,383.3㎡

59,462千円

電気ケーブル配線
 L＝368.6m 18,774千円

周辺駐車場整備工事（第2工区） 土工
 A＝3,035.6㎡

36,746千円

内圏縁石
 L＝19.4m

787千円

8件 380,088千円

　城前団地の建て替えにあたり、実施設計を行ううえで必要となる地質調査及び、初期に除却の対象
となっている住棟入居者の移転補償を実施し、事業の推進を図りました。

1件 13,246千円　

10件 2,740千円　



９款 消防費 （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

消防施設整備費
52,755 7,262 21,800 23,693

（防災安全課）

説　　　　　明

○

内　容 金　額

合　計

　市民の生命、身体及び財産を火災から守り、安全で安心なまちづくりを推進するために、消防施設
の整備を図りました。

消火栓新設工事（7基）及び修理 9,974千円

第7分団笹山原消防屯所新築工事 3,033千円

第4分団消防ポンプ自動車 17,325千円

第18分団小型動力ポンプ積載車 3,591千円

第18分団消防ポンプ自動車（繰越分） 17,325千円

51,248千円

うち前年度からの繰越　17,325千円



教育費 （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

学校施設耐震化事業費
231,669 76,485 127,300 27,884

（教育総務課）

説　　　　　明

○

［経費内訳］

１．小学校における耐震化事業費

・耐震基本計画策定及び耐震補強工事の設計にかかる経費

学校名 内　容 事業費

城北小学校 屋内運動場耐震基本計画策定業務委託

城西小学校

門田小学校 屋内運動場耐震基本計画策定業務委託

東山小学校 屋内運動場耐震基本計画策定業務委託

合　計

・耐震補強・改修工事にかかる経費

学校名 内　容 事業費

城西小学校 物品類運搬等業務委託

屋内運動場耐震補強・大規模改修工事

屋内運動場耐震補強・大規模改修機械設備工事

屋内運動場耐震補強・大規模改修電気設備工事

永和小学校 屋内運動場耐震補強・大規模改修工事

屋内運動場耐震補強・大規模改修電気設備工事

合　計

２．中学校における耐震化事業費

・耐震基本計画策定にかかる経費

学校名 　内　容 事業費

第五中学校 屋内運動場耐震基本計画策定業務委託

10款

　学校施設の耐震化を図るため、耐震基本計画の策定と耐震補強工事の設計及び耐震補強・大規模改
修工事を行いました。耐震化工事の実施により、耐震性の向上が図られるとともに、大規模改修工事
により、照明器具やバスケットゴール等をはじめとする各種設備等の改修や、これまでの男女共用ト
イレから男女別トイレへの改修及び洋式化を実施し、利便性等が向上しました。

2,333千円

校舎中央管理棟・北西棟耐震基本計画及び耐震補強工
事実施設計業務委託 18,690千円

校舎北棟・中央北棟・中央南棟耐震基本計画及び耐震
補強工事実施設計業務委託 25,725千円

2,428千円

2,305千円

51,481千円

913千円

83,405千円

3,171千円

16,573千円

62,824千円

10,902千円

177,788千円

うち前年度からの繰越　　176,875千円

他に次年度への繰越　　413,319千円

2,400千円



教育費 （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

屋外活動等支援事業費
23,461 23,461

（学校教育課）

説　　　　　明

○

・実施校数 小学校

中学校

・参加生徒数 小学校

中学校

・小学校費

内　容 事業量 事業費

講師謝礼

バス借上げ料

合　計

・中学校費

内　容 事業量 事業費

講師謝礼

バス借上げ料

合　計

10款

　放射線の影響による児童生徒の精神的ストレスや運動不足を解消するため、各小中学校で実施する
スキー教室へのインストラクター派遣や、スキー場への移動手段に対する支援を行いました。

   19校　　

  　2校

5,100名

   61名  

614名 12,258千円

178台 10,621千円

22,879千円

9名 243千円

6台 339千円

582千円



教育費 （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

鶴城小学校改築事業費
221,242 164,900 56,342

（教育総務課）

説　　　　　明

○

［経費内訳］

・仮校舎に関する費用

内　容 事業費

物品類運送等業務委託

パソコン教室等移設業務委託

校庭外整地等業務委託

駐輪場ラック撤去等業務委託

旧学鳳高校校地内樹木伐採等業務委託

仮校舎借上料

旧学鳳高校女子更衣室改修工事

遊具移設工事

体育館西側雪止め等新設工事

合　計

・解体工事に関する費用

内　容 事業費

不用物品運搬処理業務委託

アスベスト含有分析調査等業務委託

校舎教室棟外解体工事

校舎管理棟・屋内運動場外解体工事

合　計

・その他

内　容 事業費

建設用地地質調査業務委託

敷地登記事務委託

合　計

北会津中学校改築事業費
187,594 20,200 98,300 69,094

（教育総務課）

説　　　　　明

○

［主な経費］

内　容 事業量 事業費

グラウンド整備工事

外構整備工事 防球ネット、フェンス門扉等設置

外部倉庫新築工事

合　計

10款

　鶴城小学校の改築に向け、仮校舎の借り上げと旧校舎の解体工事、さらには児童が仮校舎での学校
生活を安全で安心して送ることができるための施設整備や、保護者の駐車場を確保するための環境整
備等を行いました。

3,055千円

512千円

467千円

121千円

735千円

44,047千円

381千円

492千円

997千円

50,807千円

462千円

148千円

75,222千円

90,108千円

165,940千円

3,841千円

654千円

4,495千円

　北会津中学校のグラウンド等の整備を行いました。この整備により、北会津中学校改築事業は全て
完了となり、教育環境の充実が図られました。

クレイ舗装15,200㎡　アスファルト舗装4,330㎡ 87,402千円

89,993千円

体育用具倉庫39.75㎡ 6,899千円

184,294千円

うち前年度からの繰越　　177,395千円



教育費 （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

北会津中学校プール新設事業費
55,750 8,272 26,900 20,578

（学校教育課）

説　　　　　明

※

※

○

［主な経費］

内　容 事業量 事業費

プール新設工事

プール給排水衛生設備工事

プール電気設備工事

合　計

生涯学習情報提供事業費
59,289 22,024 37,265

（生涯学習総合センター）

説　　　　　明

○

・資料購入実績

内　訳 点　数 事業費

図　　　書 5,842冊

雑　　　誌 120誌

新　　　聞 21種

視聴覚資料 126点

合　計

○

・緊急雇用創出基金事業実績

内　容 事業量 事業費

○

・広報誌の発行実績

内　訳 発行部数 事業費

11,000部

公民館だより『郭公』 53,000部

合　計

10款

 財源内訳の国県支出金については、平成24年度の歳入7,925千円に、平成23年度からの繰越額347千円
を含めて表記しています。

 財源内訳のその他については、平成24年度の歳入20,375千円に、平成23年度からの繰越額203千円を
含めて表記しています。

  平成23年度から平成24年度までの2ヵ年継続事業として、老朽化の著しかった北会津中学校のプール
の整備を実施し、安全で快適な授業の実施など教育環境の充実が図られました。

ステンレス製プール　25ｍ×6コース
付属建物
　鉄筋コンクリート造平家建て
　延べ面積　84.8㎡

40,674千円

10,906千円

3,377千円

54,957千円

うち前年度からの繰越　　3,377千円

　市民が必要とする様々な情報の集積と提供のため、図書資料及び視聴覚資料を購入し、整備と充実
を図りました。

12,000千円

1,172千円

775千円

823千円

14,770千円

　オンラインデータベースや所蔵資料のデジタルデータを提供するとともに、平成24年度は、福島県
緊急雇用創出基金事業により、所蔵する福島民報新聞会津版（昭和11年～昭和52年）のデータ化を行
い、公開環境を整えました。

所蔵する福島民報新聞
会津版のデータ化

昭和11年から昭和52年
までの380月分 22,025千円

　「あいづっこニュース」「公民館だより『郭公』」を発行し、HPを随時更新することで、市民の皆
様に様々な生涯学習情報を提供しました。 　

あいづっこニュース
（年４回発行）

338千円

645千円

983千円



教育費 （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

歴史・文化資産活用事業費
3,546 3,516 30

（文化課）

説　　　　　明

○

［主な経費］

内　容 事業費

歴史・文化資産活用事業業務委託

文化財整備事業費
16,328 2,019 11 14,298

（文化課）

説　　　　　明

○

［主な経費］

内　容 事業費

臨時労務員賃金等

文化財パトロール員報償金

太夫桜保全治療業務委託

白山沼公園維持管理業務委託

石部桜木道等改修工事

合　計

10款

　県の緊急雇用創出基金事業を活用し、女性や若者の視点で、歴史や文化、先人等の新たな魅力を見
出し、大河ドラマ館終了後の施設活用の企画準備として、歴史や先人に関する資料をまとめ、展示等
に係る研修を実施するとともに、「会津温故知新」サイトを立ち上げ、分かりやすい内容で情報を発
信しました。

3,516千円

　埋蔵文化財保護のための工事立会いや、指定文化財の適正な維持管理のため、巡視や清掃、樹木の
治療などを行いました。また、県の緊急雇用創出基金事業を活用し、指定文化財敷地内の草刈りを行
いました。

4,422千円

565千円

1,575千円

919千円

4,811千円

12,292千円



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

雪害対策事業費
881,295 56,692 7,500 29,077 788,026

（道路維持課・農林課）

説　　　　　明

○ 冬期交通の安全確保を目的に、除雪対策、雪害対策を実施しました。

１．委託料

内　容 事業量 事業費

　市道除雪等業務 809.9km

　間口除雪業務

　消雪施設整備管理業務 26.1km

　防雪柵設置・撤去業務 5.5km

　自家用電気工作物保安管理業務

合　計

２．工事請負費

内　容 事業量 事業費

　防雪柵設置工

他に次年度への繰越

３．備品購入費

内　容 事業量 事業費

　小型除雪車

林道施設災害復旧事業
44,389 37,912 6,477

（農林課）

説　　　　　明

○  東日本大震災により被災を受けた林道施設の復旧を図りました。

・工事請負費

工　種 事　業　内　容 数　量 事業費

合　計

11款

666,637千円

2件 110千円

15,351千円

13,874千円

2件 296千円

696,268千円

84.0ｍ 10,861千円

12,900千円

1台 12,579千円

土木一式
ほ装

とび・土工・ 
ｺﾝｸﾘｰﾄ

林道会津若松線　1号箇所～7号箇所　

622.0ｍ 44,389千円林道中湯川線　  1号箇所～4号箇所　

林道舟子線　　　1号箇所～2号箇所　

3路線　13箇所 622.0ｍ 44,389千円

うち前年度からの繰越　6,130千円



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

道路橋りょう等災害復旧費
59,382 14,000 45,382

（道路維持課）

説　　　　　明

○ 東日本大震災により被害を受けた道路の復旧を図りました。

・ 工事請負費

工　種 箇所数 事業量 事業費

道路災害復旧工

公園施設災害復旧費
93,979 65,784 28,195

（花と緑の課）

　

○　東日本大震災により被害を受けた公園施設の復旧を図りました。

１．工事請負費

内　　容 件　数 主な事業内容 事業費

鶴ヶ城公園三岐濠石積災害復旧工事 １件

鶴ヶ城公園本丸東側石垣災害復旧工事 １件

合　計 ２件

２．委託料

内　　容 件　数 主な事業内容 事業費

１件 施工監理

１件 施工監理

１件

合　計 ３件

11款

51路線 53件 17,552千円

石積修復
 A＝46.6㎡ 58,334千円

石垣修復
 A＝48.8㎡

32,959千円

91,293千円

鶴ヶ城公園三岐濠石積災害復旧工事施
工監理業務委託 1,050千円

鶴ヶ城公園本丸東側石垣災害復旧工事
施工監理業務委託

1,166千円

鶴ヶ城公園災害復旧工事完成報告書作
成業務委託

工事完成報告書
作成

283千円

2,499千円



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

義務教育施設災害復旧費
198,125 112,510 85,615

（教育総務課・学校教育課）

説　　　　　明

○ 　東日本大震災により被害を受けた義務教育施設の復旧を図りました。

［主な経費］

学　校　名 内　容 事業費

城北小学校 機械設備改修工事

渡り廊下改築工事

電気設備改修工事

土地借上料

城南小学校 グラウンド災害復旧工事

一箕中学校 プール建設工事

プール電気設備工事

プール給排水衛生設備工事

グラウンド災害復旧工事

校地災害復旧工事

合　計

文化施設災害復旧費
3,314 2,319 995

（文化課）

説　　　　　明

○

［主な経費］

内　容 事業費

御茶屋御殿災害復旧基本計画業務委託

計画策定にかかる指導会議開催経費

合　計

  建物の破損箇所の調査とともに、今後の修復に必要となる現状の実測図を作成しました。

調査の結果、不等沈下が起こっていることなどが確認されたため、今後地質調査を行った上で、基礎

の補設により対策を図ります。また、現状の部材維持を基本としながら、構造の補強を行い、さらに

本来の材料・工法に則った破損部分の修復工事を、年次計画に基づき行っていきます。

11款

5,444千円

23,665千円

15,267千円

315千円

10,878千円

102,133千円

7,718千円

17,850千円

8,291千円

6,550千円

198,111千円

うち前年度からの繰越　　25,719千円

　東日本大震災により被害を受けた御薬園内の御茶屋御殿について、破損状況の調査を実施し、今後
の修復計画を策定しました。

3,189千円

115千円

3,304千円

※今後の修復計画
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