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平成２５年度

平成２５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２６年９月４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２５年度の一般会計歳入歳出予算額は、当初４４，０１４，０００，０００円でありました
。
　その後、１０回の補正予算額４，６８４，８０１，０００円を加え、さらに、平成２４年度繰越
明許費繰越額１，３７４，７４４，８８７円を加えた結果、最終予算額で５０，０７３，５４５，
８８７円となりました。
　これに対して決算額は、歳入４８，７０９，９８５，３７６円、歳出４６，９１９，８８２，９
２３円で、差し引き１，７９０，１０２，４５３円の剰余金が生じたものです。

　予算現額５０，０７３，５４５，８８７円に対し、決算額は４８，７０９，９８５，３７６円で
、予算現額に比較し、１，３６３，５６０，５１１円、２．７％の減収となりました。
　その主な内訳は、市税（３９４，２６６，２８５円）、地方交付税（７７１，００６，０００円
）などの増収と、国庫支出金（△１，２４２，６１１，６８５円）、県支出金（△２７９，３７４
，７７４円）、市債（△９３３，７００，０００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１，１７２，１８８，０００円、県支出金６６，８３６，００
０円、繰入金６７，３４０，０００円、市債７１９，５００，０００円は、翌年度へ繰り越した事
業の財源であり、平成２６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５０，０７３，５４５，８８７円に対し、決算額は４６，９１９，８８２，９２３円で
、執行率は９３．７％（前年度９５．２％）となり、繰越明許費繰越額２，０５２，７３８，４００
円、事故繰越し繰越額１７，９７３，５３８円を除いた不用額は１，０８２，９５１，０２６円と
なりました。 　
　主な不用額は、民生費２５０，３７２，０３８円、衛生費１３９，５１３，７６９円、教育費１
８４，８６３，０２５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 14,951,646 14,865,044 15,794,052 15,253,614

１現年度分 14,802,185 14,734,244 15,265,325 15,129,877

(1) 6,380,891 6,289,233 6,507,549 6,448,892

(2) 7,184,841 7,131,342 7,419,021 7,344,401

(3) 218,046 217,639 227,179 225,009

(4) 1,018,407 1,096,030 1,111,576 1,111,575

２滞納繰越分 149,461 130,800 528,727 123,737

(1) 51,923 43,900 147,730 50,032

(2) 95,044 85,000 372,712 71,850

(3) 2,494 1,900 8,285 1,855

Ⅱ目的税 111,725 116,956 122,700 122,652

(1) 111,725 116,956 122,700 122,652

現年度分 111,709 116,955 122,700 122,652

滞納繰越分 16 1 0 0

合　　　　　　計 15,063,371 14,982,000 15,916,752 15,376,266

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 ％ ％ ％ ％ ％

99.2 102.0 540,438 96.6 96.2 95.3 95.1 95.2

98.4 102.2 135,448 99.1 99.1 99.1 98.9 98.8

41.9 101.1 58,657 99.1 99.2 99.2 99.0 98.9

47.8 102.2 74,620 99.0 99.0 98.8 98.7 98.6

1.5 103.2 2,170 99.0 98.9 98.8 98.7 98.6

7.2 109.1 1 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

0.8 82.8 404,990 23.4 24.4 20.6 23.2 21.0

0.3 96.4 97,698 33.9 32.9 31.7 35.1 34.1

0.5 75.6 300,862 19.3 21.3 16.9 19.4 16.9

0.0 74.4 6,430 22.4 27.1 23.5 27.2 28.5

0.8 109.8 48 100.0 100.0 100.0 99.3 97.2

0.8 109.8 48 100.0 100.0 100.0 99.3 97.2

0.8 109.8 48 100.0 100.0 100.0 99.3 99.8

0.0 0.0 0 0.0 100.0 98.1 100.0 7.8

100.0 102.1 540,486 96.6 96.2 95.4 95.1 95.3

(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) 25年度 24年度 23年度 22年度 21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

地域経営型包括支援クラウドモデル構築事業費
152,153 152,153

（情報政策課）

説　　　　　明

○　総務省の「地域経営型包括支援クラウドモデル構築事業開発実証」の委託を受け、市と医療機関と
を結ぶクラウド基盤を構築し、これまで紙媒体で行っていた「重度心身障がい者」及び「ひとり親家
庭」の医療費助成申請について、「受給者本人」、「医療機関」、「市」それぞれのサービスの向上
と業務の効率化を図るための開発実証を行いました。

　・実証参加医療機関　：　会津中央病院、竹田綜合病院

　・実証事業市民モニター参加者　：　174名

　・委託先　　：　富士通株式会社会津支店

　・委託金額　：　151,830千円



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

電子入札導入事業費
4,150 521 3,629

（契約検査課）

説　　　　　明

○

・導入の時期

・対象となる入札

・電子入札による入札実施件数

　入札の執行において、さらなる公正性を確保するとともに、入札参加者の利便性の向上や、正確か
つ効率的な入札事務の実施を図るため、電子入札を導入しました。

平成25年11月1日以後の開札案件より

(1)予定価格が130万円を超える工事の制限付一般競争入札

(2)予定価格が50万円を超える測量及び設計業務委託の制限付一般競争入札

99件（平成25年11月～平成26年3月）



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

地域公共ネットワーク基盤構築事業費
117,792 117,792

（情報政策課）

説　　　　　明

○

・市民サービスのＩＤ統合

・ＳＤＮ技術を活用した災害に強い行政ネットワークの検証

・ビッグデータ（交通情報）収集の実証

・新規産業振興促進のための分析ソフト提供

・公共アナリティクス人材の育成

　　・委託先　：　アクセンチュア株式会社

　　・委託先　：　株式会社シンク

　　・委託先　：　富士通株式会社

　総務省の「ＩＣＴ街づくり推進事業」の実証事業として、「地域公共ネットワーク基盤構築事業委
託金」を活用し、住民、民間企業、学術機関と連携・協働し合いながら、地域社会における共通のイ
ンフラ整備や、基盤となる仕組みづくりなどに取り組みました。

・ＩＣＴサービス・プラットフォーム Data for Citizen の構築

1．事業委託先

　1）地域公共ネットワーク基盤構築補助業務委託

　　・委託金額　：　98,606千円

　2）ＩＣＴプラットフォーム構築に係る既存ＳＮＳ・ＧＩＳ改修業務

　　・委託金額　：　12,600千円

　3）交通情報収集・分析クラウド実証業務委託

　　・委託金額　：　6,510千円

【事業イメージ】



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

巡回バス運行事業費
749 749

（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

　年間運行便数

　年間利用者数

コミュニティバス運行事業費
14,985 2,116 12,869

（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

　年間運行便数

　年間利用者数

　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。
　また、平成25年度より県生活交通対策協議会において、当該路線は地域住民の生活に必要な移動手
段の確保のために維持・確保が必要とされた広域・幹線的バス路線として認められ、一部国・県の補
助が該当することとなり、市の欠損負担額の大幅な削減が図られました。

　1便あたりの運行距離 【平成24年10月1日～平成25年9月30日】

　27.1㎞（第1便：若松駅前発着の巡回路線-西若松駅東口経由せず）

　28.1km（第2～5便：若松駅前発着の巡回路線）

　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）

　1日あたりの運行便数 　6便（※参照）

　2,212便

　27,475人

※運行状況については、バス会計年度（平成24年10月1日～平成25年9月30日）の実績

　12月から翌3月までは冬期便を含め7便運行。

　ただし、第6便および冬期便は、年間を通じて日・祝日運休

　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。

　1便あたりの運行距離
【平成25年4月1日～平成26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）

　1日あたりの運行便数   10便

　3,650便

　21,026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

生活交通路線対策事業費
52,253 3,278 48,975

（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 4,437人 5,058 千円

芦の牧 36.3km 91,805人 24,569 千円

新鶴温泉 18.4km 38,029人 3,246 千円

笈川 14.9km 33,696人 5,139 千円

高坂 4.2km 2,520人 1,353 千円

合　計 39,365 千円

○　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

年貢町経由永井野 13.8km 44,289 人 591 千円

熊倉・喜多方 26.3km 71,361 人 2,585 千円

原 32.1km 76,377 人 9,707 千円

合　計 12,883 千円

　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

2.6回

11.3回

3.2回

5.2回

1.8回

※「運行回数」は、年平均1日あたりのバス運行（往復）の回数

　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：3路線

6.5回

5.3回

5.6回

※「運行回数」は、年平均1日あたりのバス運行（往復）の回数



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

自動交付サービス事業費

935 14 921（戸籍証明コンビニ交付）

（市民課）

説　　　　　明

○

【コンビニ交付サービスで取得できる証明書の種類】

種類 手数料 利用開始時期

住民票の写し

印鑑登録証明書

戸籍謄本・抄本

戸籍附票の写し

※手数料は窓口で交付した場合と同額

【利用できるコンビニエンスストア店舗】

【利用できる時間帯】

【コンビニ交付の件数と全体に占める割合】

種類 件数 割合 利用期間

住民票の写し 4,022

印鑑登録証明書 3,945

戸籍謄本・抄本 27

戸籍附票の写し 9

　平成23年2月から実施している住民基本台帳カード(住基カード)を利用したコンビニ交付サービスに
おいて、更なる利便性向上を図るため、平成26年2月から新たに戸籍証明書を交付メニューに追加し、
サービスの拡充を行いました。

200円
平成23年2月～

200円

450円
平成26年2月～

200円

全国のセブンイレブン、ローソン、ファミリーマート、サークルKサンクスの各店舗

午前6時30分から午後11時まで

6.07％
平成25年4月～平成26年3月

8.96％

0.69％
平成26年2月・3月

0.15％



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

簡単ゆびナビ窓口事業費
36,945 18,472 18,473

（市民課）

説　　　　　明

○

内容 金額

　市民課及び各市民センター、各支所の窓口において、住民票の写しや印鑑登録証明書、戸籍関係証
明書の交付請求を行う際に必要となる「申請書の作成」について、利用者の利便性向上と事務対応の
省力化・効率化を図るために、タブレット端末機・タッチパネル端末機を活用した、全国初となる新
たな窓口サービスシステム「しんせつ（親切・新設）窓口～会津若松方式」を構築し、平成26年3月か
ら窓口運用を実施しました。

　[経費内訳]

機械装置費
（ゆびナビシステムサーバ群・タッチパネル受付サー
ビス端末機・サーマルプリンタ・タブレット機器等・
タブレット保管箱・無線LAN用認証サーバ・ＶＰＮル
ータ・警報装置等）

15,805千円

委託作業費
（ゆびナビシステム構築費・MDMシステム構築費・機
器及びネットワーク構築費・作業費および経費等）

21,140千円



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

防災のまちづくり計画調査事業費
32,435 24,326 8,109

（危機管理課）

説　　　　　明

○

［事業年度］

［主な調査内容］

［アンケート調査］

①東日本大震災の被害状況や災害への備えの現状

②地域で必要な防災対策

③市の防災施策への意見

④将来の子どもたちに伝えたい出来事や震災への思い

［ワークショップ開催］

　東日本大震災の被害状況整理や本市の地域性、自然・社会的な要件、震災の教訓を踏まえ、今後の 
災害に強いまちづくりへの推進に必要な調査を行いました。
　また、市民や児童生徒、事業所等へのアンケート調査や市内各地区でワークショップを開催し、ご 
意見をいただくとともに大規模地震被害のシミュレーション等を作成しました。

平成24年度・平成25年度の2ヵ年

1．東日本大震災における被害の総括

2．防災対策に必要な現状把握と震災時の被害想定

3．防災・減災の視点からのまちづくりの課題整理

4．防災・減災の視点からのまちづくりへの提案

1．実施期間　　　 平成25年2月20日～平成25年3月22日

2．対象者　 　　　市民、事業所、小中学生、大熊町民　　5,381名

3．回収数（率）　 2,822人（52.4％）

4．主な質問項目

1．開催期間　　　 平成25年4月24日～平成25年6月19日

2．開催回数 　　　16地区を対象に10会場で各3回実施

3．参加者数 　　　市民、事業所、関係機関から　延べ419名

4．主なテーマ 第1回　自分・家庭・地域で必要な災害への備えを考えよう

第2回　地域の防災マップを作ってみよう

第3回　本市の災害被害を減らす方法を考えよう



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

障がい者総合支援給付費
1,535,567 1,125,892 475 409,200

（障がい者支援課）

説　　　　　明

○

事　業　名 内　　容 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

合　　　　計

　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、様々な福祉サービスを提
供しました。

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

15,406件 1,238,153千円

障がい福祉サービスの利用調整や利用計
画の作成費の支給 1,089件 14,879千円

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

341件 13,695千円

失われた身体機能を補完又は代替するた
めの補装具費の支給

271件 25,273千円

自立支援医療費
（育成医療）

身体障がい児又は疾病により障がいが残
ると認められる児童の障がいの軽減除去
を図る医療費（育成医療）の支給

22件 1,706千円

自立支援医療費
（更生医療）

身体障がい者の障がいの軽減除去を図る
医療費（更生医療）の支給

147件 178,068千円

17,276件 1,471,774千円



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

地域生活支援事業費
104,117 47,256 645 56,216

（障がい者支援課）

説　　　　　明

○

事  業  名 内　容 件  数 事業費

相談支援事業

成年後見制度利用支援事業

手話通訳者派遣事業

日常生活用具助成事業

ガイドヘルパー派遣事業

地域活動支援センター事業

訪問入浴サービス事業

タイムケア事業

余暇活動支援事業

ワークシェアリング事業

　障がい者や障がい児が、その有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活や社会生活を営むこ
とができるよう、様々な事業を実施し、障がい者等の福祉の増進に努めました。

障がい者等からの相談に応じ、必要な
情報の提供、助言、福祉サービスの利
用等を支援

8,593回 21,495千円

障がい者等の権利擁護のため、成年後
見制度の利用を支援

8件 543千円

手話通訳者を派遣し、聴覚障がい者等
のコミュニケーションを支援

293回
(登録手話　

通訳者分)
1,272千円

障がい者等の日常生活の便宜を図るた
め、自立支援用具等の購入に要する費
用の一部を助成

2,129件 21,571千円

障がい者等の日常生活、社会参加等の
ための外出時における移動を支援

3,516時間 7,761千円

障がい者等に対し、通所による創作活
動や生産活動の場を提供

5,181回 10,944千円

入浴が困難な在宅の障がい者等に対し、
家庭訪問により居宅での入浴を支援 772回 9,638千円

障がい者等に日中活動の場を提供し、
障がい者等の家族の就労、休息の確保
を支援

4,039回 14,320千円

障がい者等が集う拠点を設け、イベン
ト等を通じて社会活動参加を促進

3,800人
（のべ　　　

参加者数）
3,640千円

就労を目指す障がい者に、市役所の一
部の業務について作業をしてもらい、
社会参加及び就労意欲の向上を図り、
就労に向けた訓練を実施

877人
（のべ　　　

参加者数）
2,019千円



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

認知症施策総合推進事業費
2,944 2,937 7

説　　　　　明

○

1. 認知症地域支援推進員の配置

・

2. 認知症施策アドバイザーの委嘱

・

3. 認知症医療介護連携推進連絡会議の設置

・

4. 「認知症地域支援ガイド」の作成・配布
・

後期高齢者医療事業費
1,527,290 197,867 86,378 1,243,045

（国保年金課）

説　　　　　明

○

事　業　名 金　額

37,736千円

後期高齢者医療広域連合市町村負担金 45,169千円

後期高齢者医療広域連合保健事業負担金 8,691千円

1,136,164千円

後期高齢者医療特別会計繰出金 299,530千円

合　計 1,527,290千円

(高齢福祉課)

　認知症になっても住み慣れた地域での生活が継続できるよう、医療及び介護の連携強化や、認知症
の人及びその家族に対する支援に取り組みました。

　認知症の人やその家族等からの相談があった際に、その知識と経験を生かした相談支援を行い、
状況に応じて必要な医療や介護等のサービスが受けられるよう、関係機関との連絡調整等を行
う認知症地域支援推進員を1名配置しました。

　認知症の相談に対する医学的な見地からの助言を行う認知症施策アドバイザーを2名委嘱しま
した。

　地域において認知症の人への支援を行う関係者(認知症疾患医療センター、専門医療機関、医
師会、指定居宅介護支援事業所、介護サービス事業所、市及び地域包括支援センター等）が情
報交換等を行う認知症医療介護連携推進連絡会議を設置しました。

　若年性認知症も含めた認知症の正しい理解と、相談窓口や福祉サービス等の支援に関する情
報を周知するためのパンフレット「認知症地域支援ガイド」を作成し、市政だよりの配布にあ
わせて全戸配布を行いました。

　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や保険基盤安定負担金分として繰出金を支出する
とともに、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
586,110 294,136 291,974

（こども家庭課）

説　　　　　明

○

・助成対象者

・助成対象人数

母子家庭等自立支援給付金事業費
3,736 2,802 934

（こども家庭課）

説　　　　　明

○

給付金名 受給者数 金額

高等技能訓練促進費

入学支援修了一時金

　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。

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日までの者

21,517人（平成25年度末現在）

　ひとり親家庭の母又は父の看護師、保育士等の資格取得を促進し、生活の安定に資するため、養成
訓練を受講した方に高等技能訓練促進費を支給しました。
　また、入学支援修了一時金を支給し、生活負担の軽減を図りました。

4人 3,686千円

1人 50千円



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

保育士等処遇改善臨時特例事業費
39,935 39,926 9

（こども保育課）

説　　　　　明

○

（内訳） 認可保育所

認定こども園

計

児童健全育成事業費
171,982 60,669 33,150 78,162

（こども保育課）

説　　　　　明

○

・ 施設数 22施設

・ 利用児童数

　平成25年度から新たに始まった国の「待機児童解消加速化プラン」により、保育士の処遇改善に取
り組む民間保育所に、「安心こども基金」を活用した支援を行うことにより、保育の確保に努めまし
た。

14施設

3施設

17施設

　昼間保護者のいない家庭の小学校1年生～3年生（※河東こどもクラブのみ4年生まで）の児童に適切
な遊びや生活の場を与え、児童の健全な育成と保護者の就労支援を図りました。

（直営4箇所・委託18箇所）

1,093名（平成25年5月1日）



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

セーフティネット支援等対策事業費
40,143 33,596 92 6,455

（地域福祉課）

説　　　　　明

○

事業名 参加者数 達成者数 効果額

就労支援相談員による被保護者自立支援事業

生活習慣病等日常生活支援事業

高校就学支援事業

学童生活支援事業

診療報酬明細書等点検充実事業

合　計

自立支援プログラム名 職名 職員数

就労支援事業プログラム 就労支援相談員

日常生活支援員

高校就学支援プログラム 高校就学支援員

学童生活支援プログラム 学童生活支援員

＜達成者の定義＞

・就労支援相談員による被保護者自立支援事業

① 被保護者が就労及び自立した場合

② 被保護者が増収した場合

・生活習慣病等日常生活支援事業

① 生活習慣病り患者の検査数値に改善があった場合

② 生活習慣病り患者の病状が改善した場合

③ 支援対象者の日常生活に改善がみられた場合

・高校就学支援事業

①

・学童生活支援事業

① 支援対象の小学生の生活習慣に改善があった場合

② 支援対象の小学生の不登校状態が改善された場合

③ 支援対象の小学生の学習習慣に改善があった場合

　被保護者の自立支援のため、就労支援相談員による就労支援をはじめとする自立支援プログラムを
策定・実施したほか、診療報酬明細書等点検業務の充実を図り、被保護者の自立促進と保護の適正化
推進に努めました。
　なお、事業実施により、生活保護費の支出を約45,714千円圧縮することができました。

179人 62人 34,602千円

79人 22人

9人 9人

18人 12人

11,112千円

285人 105人 45,714千円

3人

生活習慣病等日常生活支援プログラム 1人

1人

1人

支援対象の中学3年生が高校に進学した場合



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

湊地区飲料水対策事業費
7,758 7,758

（健康増進課）

説　　　　　明

○

実施地区

・ 湊町中田地区、崎川地区

実施方法

・ 自然放射能探査により水源の有力箇所を特定し、ボーリング調査により水量及び水質の調査を

行いました。

業務委託件数

・ 湊地区水源調査業務委託 2,730千円

（自然放射能探査による水源有力箇所の特定）

・ 湊町中田地区水源調査業務委託（ボーリング調査） 5,028千円

　

　 ・ 湊町崎川地区水源調査業務委託（ボーリング調査） 5,390千円（次年度への繰越）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　湊地区内の給水不安地区において、安全で安定的な生活用水を供給をするための水源を確保するため、
水源調査を実施しました。

3件



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

4,821 1,317 3,504

説　　　　　明

○

・成人のワクチン助成に要した経費

ワクチン名 対象 助成件数 金額

妊婦の夫
風しんワクチン 9件 53 千円

麻しん風しん混合ワクチン 143件 1,224 千円

妊娠を希望する女性
風しんワクチン 59件 3,064 千円

麻しん風しん混合ワクチン 335件 367 千円

合　　計 546件 4,708 千円

・広報に要した経費

内容 対象 金額

予防接種事業費(成人の風しんワクチン)

(健康増進課)

　風しんの流行を受け、妊婦を風しんから守るため、妊婦の夫及び妊娠を希望する20代から40代の女
性に対し、風しんワクチンの接種費用の助成を行いました。

成人の風しんワクチン助成及び風しん
予防に関するチラシ全戸配布

市政だより
全戸配布 113千円



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

電気自動車推進事業費
20,609 12,718 5,700 2,191

（環境生活課）

説　　　　　明

○

内　　容 金　額

合　　計

環境都市推進事業費

2,789 2,789（住宅用太陽光発電システム設置補助金）

（環境生活課）

説　　　　　明

○

【事業の概要】
・補助単価

・補助実績

事　業　名 件数

住宅用太陽光発電システム設置補助金

　スマートコミュニティ構築事業の一環として、電気自動車や充電設備等を導入し、CO2の削減や市民
の環境意識の啓発、低公害車の地域普及に向けて、先導的な役割を果たしました。
　また、電気自動車を防災拠点となる施設の非常用電源として活用できる仕組みを構築するなど、災
害に備えた体制を強化しました。

電気自動車（4台）導入費等 13,032千円

急速充電器（1基）、普通充電器（2基）、V2H※（2基）導入費等 7,070千円

20,102千円

※V2H（ﾋﾞｰｸﾙ ﾄｩ ﾎｰﾑ）：電気自動車に接続し、車両への充電・施設等への給電が可能な機器。

　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



６款 農林水産費 （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

新規就農支援事業費
2,886 2,886

（農政課）

説　　　　　明

○

　【内訳】

　新規就農者（認定就農者）の就農当初のリスクを軽減することにより、持続可能な農業経営の確立
を図るため、初期投資に必要な経費（機械・施設）及び農地の賃借料に対する支援を行いました。

1．認定就農者支援補助金

　認定日から5年を経過していない認定就農者が新たに施設等を購入する際の費用の最大5割（上限
1,000千円）を助成しました。

　対象者：3名（認定就農者）

　・パイプハウス　2棟　補助金額 1,000千円　（事業費 2,010千円）

　・パイプハウス　2棟　補助金額   921千円　（事業費 1,843千円）

　・パイプハウス　1棟　補助金額   841千円　（事業費 1,683千円）

2．新規就農者農地賃借料補助金

　新規就農者サポート事業により就農した新規就農者に対し、農地賃借料の8割を助成しました。
（平成26年度まで）

　対象者：2名（認定就農者）

　対象農地面積：11,557㎡



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
121,991 14,356 80,800 26,835

（農林課）

説　　　　　明

○

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

原地区県営経営体育成基盤整備事業 湊地区 補完工

経沢地区県営経営体育成基盤整備事業 〃 区画整理工

小谷地区県営経営体育成基盤整備事業 大戸地区 補完工

東長原地区県営経営体育成基盤整備事業 河東地区 〃

門田地区 実施設計

西後庵堰地区県営農業用河川工作物応急対策事業 北会津地区 堰改修

牛川地区県営農業用河川工作物応急対策事業 〃 〃

鶴沼三堰地区県営農業用河川工作物応急対策事業 〃 〃

宮川地区県営防災ダム事業 〃 ダム改修

鶴沼川防災ダム県直接管理 〃 施設維持

合　　　　計

事　　　業　　　名 施工箇所 事業内容 金　額

戸ノ口堰地区水利施設整備事業 一箕地区 水路工

中ノ明地区土地改良施設維持管理適正化事業 町北地区 水路工

湊地区農業基盤整備促進事業 湊地区 水路工

下米塚地区農業基盤整備促進事業 北会津地区 水路工

合　　　　計

事　　　業　　　名 施工箇所 事業内容 金　額

槻ノ木地区農用地等集団化事業 河東地区 調査

合　　　　計

事　　　業　　　名 施工箇所 事業内容 金　額

湊地区 調査

合　　　　計

※次年度への繰越

事　　　業　　　名 施工箇所 事業内容 金　額

戸ノ口堰地区水利施設整備事業 一箕地区 水路工

繰越理由

　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。

1．負担金

39,908千円

3,500千円

34,500千円

2,363千円

5,250千円

門田第4地区県営農業競争力強化基盤整備事業 3,375千円

2,784千円

151千円

264千円

528千円

2,696千円

95,319千円

2．補助金

344千円

280千円

2,475千円

300千円

3,399千円

3．交付金

2,108千円

2,108千円

4．委託費

会津若松第1地区震災対策農業水利施設整備事業 12,586千円

12,586千円

530千円

用水確保に係る対策工法の地元了承や仮設道路等の対応に日数を要し、年度内の完
了が出来ないため繰越しとなりました。



６款 農林水産費 （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

会津材循環利用促進事業費
1,866 1,866

（農林課）

説　　　　　明

○

・交付先　  会津若松地方森林組合

　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　48.59ha（大戸町闇川地区、黒森地区、舟子地区）

・搬出材積　1,244㎥（木材用763㎥、燃料チップ用481㎥）

・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

会津ブランド推進事業費
8,436 8,436

（商工課）

説　　　　　明

［会　　場］あいづドーム

商工業金融対策事業費
671,690 671,653 37

（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

○ 　東日本大震災等の影響により低下した会津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、一昨年から実施している、首都圏製造業に
おいて直接販売や観光ＰＲ等を行う「企業マルシェ」を継続するとともに、新たに流通大手企業や外
食大手企業などへ営業活動を行い、会津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
業における会津地域産食材の利用促進や定期的な産品販売機会の創出等を図りました。

[営業活動実績]

・実施件数：首都圏企業　　延べ7社

・取引件数：会津地域企業　延べ46社

○ 　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することを目的として「会津ブランドものづくり
フェア2013」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25年10月26日(土)～平成25年10月27日(日)

［来場者数］18,300人

75,000千円 3,372,000千円 94件

570,000千円 1,002,750千円 193件

645,000千円 4,374,750千円 287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

189件 26,653千円

新規開業特別貸付等利子補給金交付制
度

1件 37千円

190件 26,690千円



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

ＩＴ産業振興事業費
129,947 127,332 2,615

（商工課）

説　　　　　明

〔実施結果〕

・受賞者　　大賞　　株式会社 会津ラボ　　

〔緊急雇用創出基金事業〕

・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 株式会社　会津ラボ

・事業内容 情報分析の能力をもつ高度なＩＴ人材（アナリティクス人材）を育成しました。

・委託先 アクセンチュア株式会社福島イノベーションセンター

・事業内容

・委託先 株式会社　ナディス

・事業内容 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。

・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 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 ＩＴ活用をキーワードに様々な業種分野のセミナーや異業種交流会を実施しました。

・委託先 特定非営利活動法人　教育・雇用研究機構

・事業内容 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。

・委託先 株式会社 デザイニウム

・事業内容 女性や若年者などを対象に在宅型の就労人材の育成を図りました。

・委託先 株式会社 ミンナノチカラ

・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 1件（300千円交付）　奨励賞 3件（100千円交付）

　　　　　　奨励賞　株式会社 Eye’sJAPAN、株式会社デザイニウム、讃岐　航（会津大学4年）　　

○ 　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.地域情報コンテンツサービス開発事業 34,747千円・・・新規雇用者10人

2.アナリティクス人材育成事業 11,255千円・・・新規雇用者5人

3.ＳＮＳ情報コミュニケーション促進事業 9,160千円 ･･･新規雇用者3人

Twitter等を活用して情報発信のノウハウをもつ人材を育成しました。

4.ＩＴ人材メンタル強化育成事業 11,702千円 ･･･新規雇用者3人

5．創業・起業支援人材育成事業 16,055千円 ･･･新規雇用者3人

6．ＩＴ融合事業連携推進事業 13,203千円 ･･･新規雇用者3人

7．まちなかWIFIピンポイント情報提供事業 10,343千円 ･･･新規雇用者4人

8．テレワーク活用型就業人材育成事業 20,867千円 ･･･新規雇用者17人

○ 　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25年5月開所）

・補助額　　1,729千円（施設運営費補助金）



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

商業地域活性化事業費
43,459 28,937 14,522

（商工課）

説　　　　　明

○

（内　訳）

事業名 件数 金額

 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

 商店街空き店舗対策事業補助金

合　　計

○ 　緊急雇用創出基金事業

　 ・事業内容　

・委託先 株式会社まちづくり会津

・新規雇用者数

・事業内容　

・委託先 Ｃ．Ｓ．Ｄ株式会社

・新規雇用者数

　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、中
小企業者が取り組む事業に対し支援を行いました。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行い、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　 17,367千円

18件 5,506千円

3件 749千円

2件 2,306千円

12件 1,376千円

13件 7,430千円

48件 17,367千円

　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。

1．賑わいコーディネーター育成事業 15,610千円

商店街や中心市街地の活性化に向けて、各種事業の企画立案や調整を行う人材の
育成と推進体制の強化を図りました。

4名

2．商店街相互扶助機能構築事業 9,732千円

商店街における地域コミュニティの再構築に向けた取組みを進めていくために必
要な住民の考え方、求める機能や内容、中心市街地（近隣商店街）の利用実態、
印象・評価、ニーズ等の調査・分析を行いました。

4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
170,782 30,700 140,082

（企業立地課）

説　　　　　明

○

　 ・ 件　　数

・ 交付金額

（内訳）

・ 会津コスモス電機株式会社

・ 株式会社サンブライト

・ 株式会社三和化学研究所

・件　　数

・交付金額

（内訳）

・株式会社羅羅屋

・ 西田精機株式会社

・ 株式会社サンブライト

アクセンチュア株式会社　福島イノベーションセンター

・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、企業訪問を行い誘致活
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対して用地取得助成金を交
付し、企業の操業支援に努めるとともに、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。

1．企業立地奨励金

3件

11,165千円

2,818千円

2,368千円

5,979千円

2．用地取得助成金

3件

122,050千円

27,195千円

42,355千円

52,500千円

3．成長産業集積促進業務委託

（1）委託料 4,200千円

（2）委託先

（3）誘致候補企業の抽出・選定　50社

 市と同社による合同企業訪問（平成25年11月）15社

4．工場設置融資制度

30,700千円



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

観光振興事業費

150 150（大名庭園サミット負担金）

（観光課）

説　　　　　明

○

・

・ 支出先　　ＮＰＯ法人　会津鶴ヶ城を守る会

・

観光振興事業費

30,000 30,000
（鶴ヶ城プロジェクションマッピング

　開催事業補助金）

（観光課）

説　　　　　明

○

・ 内容

「夢の春」デザインコンテスト

・ 主催

・ 共催 会津若松市

・ 開催日

・ 上映回数

・ 観覧者数

　各都市の市民団体で構成される「大名庭園民間交流協議会」が開催する「大名庭園サミット」を支
援するために、関係団体へ負担金を交付しました。
　日本独自の文化遺産である大名庭園の景観美を後世に伝えることを目的として、全国規模の大会が
本市で開催されたことにより、各地から200名を超える会員が集まり、会津の魅力を広く全国に発信し、
観光復興や誘客の促進など、風評の払拭を図りました。

開催日　　平成25年10月6日（日）～平成25年10月7日（月）

支出額　　150千円

　東日本大震災からの復興と本市への観光推進を目的として、「fukushimaさくらプロジェクト」が開
催する「鶴ケ城プロジェクションマッピング はるか2014」」事業を支援するために、補助金を交付し
ました。
　また、プロジェクションマッピングの上映及びイベント運営についても支援を行い、市民、企業、
行政が一体となった取り組みを進めることで、東日本大震災からの復興への願いを本市から国内外に
発信し、原子力発電所事故による風評の払拭に大きな効果がありました。また、旅行エージェントの
協力により、旅行商品に結びつけるなど、温泉旅館等への宿泊客の増加に効果があり、冬期間の観光
誘客を促進しました。

[事業概要]

「鶴ヶ城プロジェクションマッピング　はるか2014」　庄助の春こい絵巻

fukushimaさくらプロジェクト

平成26年3月15日（土）～16日（日）、19日（水）～23日（日）

延べ7日間

28回（1日あたり4回上映）

約38,000名（県内客：26,580名　県外客：11,420名）　



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
220,001 120,012 92,500 7,489

（道路建設課）

説　　　　　明

○

工　種 区　分 路線数 事　業　量 事　業　費

舗装及び改良工

合　計

内　容 事　業　量 事　業　費

　道路詳細設計業務委託

　交通量調査業務委託

　天空率算定業務委託

　物件調査積算業務委託

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

　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．工事請負費

1級市道 3路線 2,901.5ｍ　 161,843千円　

2級市道 2路線 395.0ｍ　 21,543千円　

3級市道 1路線 519.6ｍ　 6,391千円　

6路線 3,816.1ｍ　 189,777千円　

うち前年度からの繰越　 79,995千円

他に次年度への繰越　 11,448千円

2．委託料

3件 3,417千円　

1件 1,239千円　

1件 504千円　

　不動産鑑定業務委託 2件 309千円　

1件 115千円  

8件 5,584千円　

うち前年度からの繰越　　2,179千円

3．公有財産購入費

314.55㎡ 16,444千円　

うち前年度からの繰越　 16,444千円

他に次年度への繰越　  2,950千円

4．補償補てん及び賠償金

9件 6,617千円　

うち前年度からの繰越  　6,048千円

他に次年度への繰越  　1,511千円



８款 土木費 （単位：千円）

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

溢水対策事業費
25,147 18,800 6,347

（道路維持課）

説　　　　　明

○ 　水路整備を行い、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

水路整備

景観形成事業費
8,611 3,698 4,913

（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 1件 2,836千円

自然景観指定緑地への助成 6件 99千円

景観協定地区への助成 4件 4,461千円

合　計 11件 7,396千円

2 その他の景観関連施策

・ 美しい会津若松景観賞の表彰 3件

・ 「大好きな会津」絵画コンクールの表彰 35件

14箇所 L=284.6ｍ 25,147千円

　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。　　



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

都市計画街路事業費
215,500 117,982 95,000 2,518

（道路建設課）

説　　　　　明

○

路　線　名 工　種 事　業　量 事　業　費

藤室鍛冶屋敷線
　道路改良

　仮設ガードレール設置

合　計

内　容 事　業　量 事　業　費

　用地測量業務委託

　消融雪施設設計計画業務委託

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

　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. 工事請負費

75.8ｍ 14,629千円　

36.0ｍ 419千円　

15,048千円　

うち前年度からの繰越   15,048千円

他に次年度への繰越  118,000千円

2. 委託料

　物件調査業務委託 4件 5,323千円　

1件 1,285千円　

1件 1,252千円　

6件 7,860千円　

うち前年度からの繰越 　 7,860千円

他に次年度への繰越   16,391千円

3. 公有財産購入費

624.23㎡ 35,476千円　

うち前年度からの繰越　 35,476千円

他に次年度への繰越   52,000千円

4. 補償補てん及び賠償金

10件 156,279千円　

うち前年度からの繰越  156,279千円

他に次年度への繰越   72,500千円



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

会津総合運動公園施設改修事業費
293,978 279,200 14,778

（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

合　計

鶴ヶ城公園施設改修事業費
80,909 32,700 40,288 7,921

（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

会津水泳場プールサイド改修工事

合　計

・備品購入費

項　　目  主な内容 事業費

　利用者の安全確保と利便性向上のため、会津総合運動公園テニスコート及びドームテニスコートを
人工芝に改修しました。

会津総合運動公園テニスコート改修工
事(第1工区）

1件 人工芝
 A＝6,794.4㎡

123,300千円

会津総合運動公園テニスコート改修工
事(第2工区）

1件 人工芝
 A＝6,796.9㎡

128,192千円

会津総合運動公園ドームテニスコート
改修工事

1件 人工芝
 A＝2,867.3㎡

42,486千円

3件 293,978千円

　利用者の安全確保と利便性向上のため、会津水泳場プールサイドの舗装改修及びスタート台の改修
等を行いました。

1件 遮熱性防滑ビニル床シ
ート貼り A＝1,833㎡

33,725千円

会津水泳場50ｍプールスタート台改修
外工事

1件

50ｍプールスタート台
改修　　　　　N=16台
スコアボード設置
              N= 6台

36,262千円

2件 69,987千円

会津水泳場競泳計測用電子機器一式等
備品

タッチプレート、競泳用自動審判
計時装置 、レーンボックス一式、
放送用スピーカー、放送用アンプ
等

10,922千円



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

城前団地建替事業費
38,118 16,463 20,500 1,155

（建築課）

説　　　　　明

○

内　容 事　業　量 事　業　費

　実施設計業務委託

　

内　容 事　業　量 事　業　費

　既存住宅解体

内　容 事　業　量 事　業　費

　入居者移転料

　城前団地の建て替えにおいて、第1期となる住棟の実施設計と建設予定地の既存住宅の解体及び、
入居者の移転を実施し、建替事業の推進を図りました。

1.委託料

1件 26,432千円　

2.工事請負費

2棟12戸 10,042千円　

3.補償補てん及び賠償金

6件 1,644千円　



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
34,348 26,100 8,248

（危機管理課）

説　　　　　明

○

内　容 金　額

消防団指揮車

合　　　計

公共施設防災機能整備事業費
53,310 49,329 3,981

（危機管理課）

説　　　　　明

○　大規模災害に備え、防災拠点施設の非常用電源を太陽光発電設備及び蓄電池により整備しました。

内　容 金　額

太陽光発電設備実施設計業務委託

太陽光発電設備設置工事

場所 北会津支所

機能

用途

　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 11,274千円

第13分団基幹消防屯所建設用地地質調査業務委託 716千円

第13分団基幹消防屯所建築に伴う造成設計測量業務委託 748千円

第13分団基幹消防屯所建築に伴う造成工事 12,751千円

第12分団闇川地区防火水槽改修工事 1,008千円

2,947千円

第7分団小型動力ポンプ積載車（笹山原班） 3,710千円

33,154千円

2,310千円

51,000千円

太陽光パネル30kW・蓄電池30kW

北会津支所は、防災拠点施設に位置づけられており、災害対策本部代替施設としての
利用も見込まれることから、優先して災害時の非常用電源設備を整備したものです。



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

Ｊアラート利活用事業費
11,424 11,424

（危機管理課）

説　　　　　明

○

内　容 金　額

　　転送できるため、緊急時情報の市民への速やかな送信が可能となりました。

　　報伝達手段への自動転送が可能となりました。

　　なりました。

　全国瞬時警報システム（Ｊアラート）より送出される、国民保護情報や災害情報などを市民に速や
かに伝達するため、防災メールやFM放送へ自動転送する「自動起動装置システム」を構築しました。

Jアラート利活用システム構築業務委託 11,424千円

[事業の効果]

1．休日や夜間など、職員が勤務していない時間帯でも、自動転送機能により防災メール等へ情報を

2．災害時の情報伝達手段は、今後一層の多様化が求められていますが、本システムにより新たな情

3．市民から要望の高い「情報弱者」への情報提供の手段の一つとして、エフエム会津が活用可能と



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

幼児教育振興事業費
177,297 41,924 135,373

（こども保育課）

説　　　　　明

○

内訳

私立幼稚園就園奨励費補助金

私立幼稚園預かり保育推進事業費補助金

私立幼稚園教員研修費補助金

私立幼稚園心身障がい児教育費補助金

小中学校児童生徒各種大会出場補助金
27,061 27,061

（学校教育課）

説　　　　　明

○

学校数 出場者数 負担金補助及び交付金

体育大会 203 1,614

英語弁論大会 1 1

音楽大会 116 3,989

合計 320 5,604

※学校数と出場者数は延べ数

10款

　市内の私立幼稚園の健全な振興を図るとともに、保護者の負担軽減を目的とした支援を行いました。
また、幼稚園の教員が行う研修事業についても支援を行いました。

173,977千円

1,750千円

100千円

1,470千円

　市内小中学校の児童生徒が、学校教育活動により、国、地方公共団体及び公的団体などが主催する
音楽、体育、英語弁論大会などに出場する場合、必要となる経費に対し補助金を交付しました。
　平成25年度から交通費の補助割合について、東北大会出場の場合は9割、全国大会出場の場合は10割
に引き上げました。

10,339千円

14千円

16,708千円

27,061千円



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
334,941 158,629 156,100 14,462 5,750

（教育総務課）

説　　　　　明

○

［経費内訳］

・耐震基本計画策定及び耐震補強工事の実施設計にかかる経費

学校名 内　容 事業費
城北小学校 校舎北東棟耐震基本計画策定業務委託

屋内運動場耐震補強・大規模改修工事実施設計業務委託

門田小学校 屋内運動場耐震補強・大規模改修工事実施設計業務委託

東山小学校 屋内運動場耐震補強・大規模改修工事実施設計業務委託

合　計

・耐震補強工事にかかる経費
学校名 内　容 事業費

城北小学校 校舎中央管理棟・北西棟耐震補強工事

校舎中央管理棟・北西棟耐震補強機械設備工事

校舎中央管理棟・北西棟耐震補強電気設備工事

城西小学校 教育用コンピュータ機器運搬等業務委託

物品類運搬業務委託

校舎中央棟耐震補強工事

校舎中央棟耐震補強機械設備工事

校舎中央棟耐震補強電気設備工事

校舎北棟耐震補強工事

校舎北棟耐震補強機械設備工事

校舎北棟耐震補強電気設備工事

仮設間仕切壁設置工事

その他改修工事

事務費等

合　計

小学校における耐震化事業費 　  合　計

・耐震基本計画策定及び耐震補強工事の実施設計にかかる経費

学校名 　内　容 事業費

第一中学校 校舎南棟耐震基本計画策定業務委託

第五中学校 屋内運動場耐震補強・大規模改修工事実施設計業務委託

第六中学校 屋内運動場耐震基本計画策定業務委託

一箕中学校 屋内運動場耐震基本計画策定業務委託
合　計

10款

　学校施設の耐震化を図るため、耐震基本計画の策定及び耐震補強工事の実施設計並びに耐震補強工
事を行いました。耐震化工事とともに、窓ガラスへの飛散防止フィルムの施工等、非構造部材の耐震
化も実施し、強度の地震にも耐えられる建物となりました。

1．小学校における耐震化事業費

3,531千円

7,308千円

6,804千円

5,880千円

23,523千円

101,924千円

16,039千円

6,699千円

133千円

1,547千円

95,897千円

5,724千円

5,740千円

51,710千円

2,245千円

3,791千円

954千円

1,389千円

2,612千円

296,404千円

319,927千円

うち前年度からの繰越　　296,404千円

他に次年度への繰越　　584,038千円

2．中学校における耐震化事業費

3,695千円

6,668千円

2,331千円

2,320千円

15,014千円

他に次年度への繰越　　209,965千円



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
123,974 53,800 70,174

（教育総務課）

説　　　　　明

○ 　鶴城小学校の改築に向け、仮校舎の借り上げと、新たな校舎等の実施設計を行いました。

［経費内訳］

・仮校舎に関する費用

内　容 事業費

仮校舎借上料

合　計

・実施設計に関する費用

内　容 事業費

確認申請手数料及び構造計算適合性判定手数料

改築工事実施設計業務委託

合　計

10款

66,272千円

66,272千円

1,002千円

56,700千円

57,702千円



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

生涯学習情報提供事業費
52,372 12,658 39,714

（生涯学習総合センター）

説　　　　　明

○

・資料購入実績 ・資料貸出実績

内　訳 点　数 内　訳 本　館 移動図書館

図　　　書 8,293冊 図　　　書

雑　　　誌 120誌 雑　　　誌 ―　　

視聴覚資料 121点 視聴覚資料 ―　　

新　　　聞 21種

※公民館分を含む

○

・緊急雇用創出基金事業実績

内　容 事業量

○

・広報誌の発行実績

内　訳 発行部数 配布先

44,000 部

公民館だより『郭公』 53,000部 市政だよりに折り込み全世帯に配布

10款

　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。

519,800冊

19,376冊　

　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25年度は、福島県
緊急雇用創出基金事業により、所蔵する福島民友新聞会津版（昭和27年7月～昭和44年12月）のデータ
化を行い、公開環境を整えました。

所蔵する福島民友新聞
会津版のデータ化

昭和27年7月から昭和44
年12月までの213月分

　「あいづっこニュース」「公民館だより『郭公』」を発行し、HPを随時更新するなど、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)11,000×4回

市内各公私立小中学校、幼稚園、保育
所等を通じ子どものいる全家庭に配布



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

会津漆の芸術祭開催経費

6,800 4,000 2,800（まちなかピナコテカ負担金）

（文化課）

説　　　　　明

○

・テーマ：「五感で感じる」

　

・まちなかピナコテカ

10款

　会津の文化資源である「漆」をテーマとした「会津・漆の芸術祭」と、市が数多く所蔵する美術品
等を展示する「まちなかピナコテカ（絵画展）」を融合させた、新たな芸術文化事業を展開する「あ
いづまちなかアートプロジェクト」の推進組織である、あいづまちなかアートプロジェクト実行委員
会へ負担金を支出し、まちなかの歴史的な建造物や商店街等を舞台としながら、芸術鑑賞機会の創出
や都市の文化力向上を図る取り組みを展開しました。

1．開催期間：平成25年10月5日～平成25年11月4日

2．来場者数：約40,000人

3．あいづまちなかアートプロジェクトの主な事業内容

・会津・漆の芸術祭2013

　漆アート作品の展示やワークショップの展開など、「漆」をテーマに、会津の歴史の深さ、
文化の豊かさ、まちの魅力を伝え、「漆」による伝統的、かつ現代的な芸術作品の鑑賞機会を
創出しました。
　会津の古い蔵等を舞台として、まちなみと一体化した展示をしたことにより、会津の伝統、
文化の中で育まれてきた「漆」の魅力を伝えることができました。

　会津ゆかりの作家や、現在活躍が認められている県内や会津地域出身の作家による美術作品
等 をまちなかに展示し、まちなか全体を美術館として身近に芸術にふれる機会を創出しました
。
　また、市が収蔵する貴重な美術作品等も紹介するとともに、ワークショップによる芸術体験
の開催など、年齢を問わず、五感で楽しめる芸術文化事業として展開することができました。



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

会津大塚山古墳出土品修復事業費
5,910 3,290 2,620

（文化課）

説　　　　　明

○

・ 保存修理対象物の現況

ランク 状態及び修理の必要性 点数

Ｓ

Ａ

学校体育施設開放事業費

27,510 4,113 17,400 5,997（第六中学校夜間照明設備改修工事）

（スポーツ推進課）

説　　　　　明

○

10款

　国史跡である大塚山古墳出土品の一部に、経年劣化によるき損が確認されたことから、修復が必要
とされる鉄製品など123点のうち、特に劣化が進む鉄製品40点の修復及び保存処理を行いました。
　修理にはおよそ20カ月の期間を要するため、平成25年度は対象出土品の計測・金属残存度と劣化状
況の確認、Ｘ線透過撮影を実施するとともに、調査結果を基に文化庁指導の下、資料ごとに具体的な
処理方法を検討しながら、脱塩、遺物強化と防錆のための薬剤処理、土や錆の除去、樹脂塗布などを
行いました。
　平成26年度は、破損部接合や欠損部復元など、続きの工程による修復・保存処理作業を進めていき
ます。　

錆の進行により粉砕、折損、大きな亀裂を生じている。すでに
崩壊、または、それに準ずる危険な状態。早急に処理が必要。

15点

粉砕、折損には至らないが、複数の亀裂や錆汁が発生して危険
な状態。早い段階で修理が必要。 25点

　第六中学校の夜間照明設備は、築30年を経過し老朽化が進み、漏電及び変圧器の落下の危険が生じ
たことから、学校施設環境改善交付金を活用して改修工事を行いました。
　改修工事を行う以前は、照明の一部が破損等により点灯しない箇所があり、野球やソフトボール競
技等を行うには危険が生じることから運用上、種目による利用制限を行ってまいりました。夜間照明
設備の改修により、8基全てが点灯可能となり、スポーツ活動の安全が確保される光量が得られること
から、野球等の競技の利用範囲が広がり、更なる生涯スポーツの振興が期待できます。



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
113,267 75,549 37,700 18

（道路維持課）

説　　　　　明

○

・ 工事請負費

工　種 路線数 事業量 年 度 事業費

11款

※財源の関係上、平成24年度と平成25年度の事業費の合計で表記しています。

　平成24年3月の低温によりひび割れ等が発生した道路の復旧を図りました。

道路災害復旧工
　　　　（凍上災）

9路線 L=3,463.9ｍ

平成24年度 41,830千円

平成25年度 71,437千円

うち前年度からの繰越　　71,437千円
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