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平成平成平成平成２６２６２６２６年度年度年度年度

平成２６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２７年９月１０日

室 井 照 平会津若松市長

主要主要主要主要なななな施策施策施策施策のののの成果報告書成果報告書成果報告書成果報告書



総括

　平成26年度の一般会計歳入歳出予算額は、当初45,945,000,000円でありました。

　その後、9回の補正予算額2,959,839,000円を加え、さらに、平成25年度繰越明許費繰越額

2,052,738,400円、事故繰越し繰越額17,973,538円を加えた結果、最終予算額で50,975,550,938円と

なりました。

　これに対して決算額は、歳入50,280,523,869円、歳出49,063,013,355円で、差し引き

1,217,510,514円の剰余金が生じたものです。

歳入

　予算現額50,975,550,938円に対し、決算額は50,280,523,869円で、予算現額に比較し、

695,027,069円、1.4％の減収となりました。

　その主な内訳は、市税（41,111,418円）、地方交付税（656,685,000円）などの増収と、国庫支出

金（△696,250,945円）、県支出金（△216,987,374円）、市債（△366,600,000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436,206,000円、県支出金163,054,000円、繰入金82,839,000円、

市債155,200,000円は、翌年度へ繰り越した事業の財源であり、平成27年度に事業が完了することに

より収入されるものです。

歳出

予算現額50,975,550,938円に対し、決算額は49,063,013,355円で、執行率は96.2％（前年度

93.7％）となり、継続費逓次繰越額45,481,825円、繰越明許費繰越額709,751,000円、事故繰越し繰

越額163,849,645円を除いた不用額は933,455,113円となりました。 　

　主な不用額は、民生費195,949,967円、土木費149,752,255円、教育費184,010,139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 15,253,614 15,205,719 15,743,174 15,258,285

１現年度分 15,129,877 15,095,709 15,281,828 15,143,137

(1) 6,448,892 6,431,113 6,451,550 6,396,896

(2) 7,344,401 7,376,235 7,537,608 7,455,997

(3) 225,009 225,659 236,596 234,170

(4) 1,111,575 1,062,702 1,056,074 1,056,074

２滞納繰越分 123,737 110,010 461,346 115,148

(1) 50,032 36,920 141,808 53,870

(2) 71,850 71,490 311,814 59,614

(3) 1,855 1,600 7,724 1,664

Ⅱ目的税 122,668 116,281 104,826 104,826

(1) 122,668 116,281 104,826 104,826

現年度分 122,652 116,280 104,778 104,778

滞納繰越分 16 1 48 48

合　　　　　　計 15,376,282 15,322,000 15,848,000 15,363,111

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 ％ ％ ％ ％ ％

99.3 100.0 484,889 96.9 96.6 96.2 95.3 95.1

98.6 100.1 138,691 99.1 99.1 99.1 99.1 98.9

41.6 99.2 54,654 99.2 99.1 99.2 99.2 99.0

48.5 101.5 81,611 98.9 99.0 99.0 98.8 98.7

1.5 104.1 2,426 99.0 99.0 98.9 98.8 98.7

6.9 95.0 0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

0.7 93.1 346,198 25.0 23.4 24.4 20.6 23.2

0.4 107.7 87,938 38.0 33.9 32.9 31.7 35.1

0.4 83.0 252,200 19.1 19.3 21.3 16.9 19.4

0.0 89.7 6,060 21.5 22.4 27.1 23.5 27.2

0.7 85.5 0 100.0 100.0 100.0 100.0 99.3

0.7 85.5 0 100.0 100.0 100.0 100.0 99.3

0.7 85.4 0 100.0 100.0 100.0 100.0 99.3

0.0 300.0 0 0.0 0.0 100.0 98.1 100.0

100.0 99.9 484,889 96.9 96.6 96.2 95.4 95.1

(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) 26年度 25年度 24年度 23年度 22年度



主要主要主要主要なななな施策施策施策施策のののの成果成果成果成果（（（（一般会計一般会計一般会計一般会計））））



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

地域振興費（只見線復旧復興基金負担金）
38,118 38,118

（地域づくり課）

説　　　　　明

○

生活交通路線対策事業費
53,825 3,569 50,256

（地域づくり課）

説　　　　　明

○ 市町村生活交通対策事業運行費補助金

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 4,115人 5,274 千円

芦の牧 17.8km 96,850人 26,862 千円

新鶴温泉 18.4km 29,836人 3,642 千円

笈川 14.9km 28,440人 5,612 千円

高坂 4.2km 1,918人 1,469 千円

合　計 42,859 千円

○ 生活交通路線運行維持対策事業補助金

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 46,003人 741 千円

住吉町経由永井野 15.7km 214,791人 4,269 千円

年貢町経由永井野 13.8km 40,625人 833 千円

坂下 15.0km 162,413人 929 千円

熊倉・喜多方 26.3km 65,981人 587 千円

原 32.1km 69,215人 3,607 千円

合　計 10,966 千円

　平成23年7月の新潟・福島豪雨により被災したＪＲ只見線について、県及び関係自治体と協調して当
該路線の早期復旧を図るために、事業に要する資金の積み立てを目的として設置された福島県只見線
復旧復興基金に対し、本市負担分について負担金を支出しました。

　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

11.0回

3.2回

5.2回

1.7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：6路線

6.4回

18.9回

6.5回

14.3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

巡回バス運行事業費
2,923 2,923

（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
16,412 3,518 12,894

（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、当該路線が国・県の地域公共交通確保維持改善事業費補助金に該当し、運行に係る欠損額の
一部に補填されたことにより、市の負担すべき額の軽減が図られました。

　1便あたりの運行距離 【平成25年10月1日～平成26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）

　2,214便

　27,954人

※運行状況については、バス会計年度（平成25年10月1日～平成26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26年4月1日～平成27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

　19,539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

防犯灯設置等事業費
19,047 259 18,788

（危機管理課）

説　　　　　明

○

内　容 申請件数 設置灯数 金　額

防犯灯設置補助金 160 462

防犯灯電気料補助金 463 10,927

合　　　計 623 11,389

※　申請件数合計は重複あり

内　容 設置灯数 金　額

公設防犯灯設置工事 5

　夜間における地域の防犯や通行の安全を確保し、安心安全のまちづくりを推進するために、防犯灯
補助金を町内会等に交付しました。
　また、町内会として設置できない通学路等の防犯上危険な箇所へ公設防犯灯の設置を行いました。

6,667千円

10,926千円

17,593千円

260千円



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

障がい者総合支援給付費
1,644,451 1,217,250 309 426,892

（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

16,567件 1,362,026千円

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

1,277件 18,766千円

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 322件 12,620千円

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

285件 20,892千円

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

55件 1,220千円

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

1,857件 202,535千円

20,363件 1,618,059千円



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
108,464 48,249 305 59,910

（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

合　　　　　計

　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

10,693回 26,702千円

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 7件 1,367千円

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

252回
(登録手話　

通訳者分)
819千円

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

2,274件 25,772千円

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

3,898時間 9,044千円

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

4,279回 9,766千円

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

777回 9,783千円

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

2,941回 9,375千円

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

3,568人
（のべ　　　

参加者数）
3,685千円

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

1,123人
（のべ　　　

参加者数）
2,696千円

99,009千円



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

後期高齢者医療事業費
1,531,513 221,089 129,843 1,180,581

（国保年金課）

説　　　　　明

○

事　業　名 金　額

41,364千円

後期高齢者医療広域連合市町村負担金 27,687千円

後期高齢者医療広域連合保健事業負担金 9,349千円

1,114,659千円

後期高齢者医療特別会計繰出金 338,454千円

合　計 1,531,513千円

子ども医療費
608,025 305,566 302,459

（こども家庭課）

説　　　　　明

○

・助成対象者

（生活保護法の規定により保護を受けている場合を除く）

・助成対象人数

　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

　子どもの疾病又は負傷の治癒を促進し、子どもの健康増進を図るとともに、子育てにかかる保護者
の経済的負担を軽減するため、18歳までの児童を対象に保険診療の一部負担金を助成しました。

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

21,162人（平成26年度末現在）

・助成件数　　　　285,766件



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

子育て世帯臨時特例給付金給付事業費
158,205 158,197 8

（こども家庭課）

説　　　　　明

○

児童健全育成事業
201,552 67,042 34,156 100,354

（こども保育課）

説　　　　　明

○

・ 施設数 23施設

・ 利用児童数

（参考）施設内訳

使用施設 H26 H27 増設数 備　考

児童館 4クラブ 6クラブ 2

学　校 12クラブ 21クラブ 9 余裕教室等

市施設 3クラブ 9クラブ 6

民間施設等 4クラブ 9クラブ 5 民間施設の借用

合　計 23クラブ 22

　平成26年4月1日からの消費税率（5％から8％へ）の引き上げに際し、子育て世帯への影響を緩和　 
するとともに、子育て世帯の消費の下支えを図る観点から臨時的な給付措置として、子育て世帯臨時 
特例給付金を支給しました。

1．支給対象者
　　　基準日（平成26年1月1日）における平成26年1月分児童手当（特例給付を含む。）の受給者
　　で、平成25年の所得が児童手当の所得制限額に満たないもの

2．対象児童
　　　平成26年1月分児童手当（特例給付を含む。）の対象となる児童（平成26年1月1日に生まれ
　　た児童も含む。）ただし、臨時福祉給付金の対象者及び生活保護の被保護者等は除く。

3．支給額
　　　対象児童1人につき10,000円
　　　
4．支給児童数　　
　　　14,122人

5．総支給金額　　　
　　　141,220千円

　昼間保護者のいない家庭の小学校1年生から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。
　また、子ども・子育て関連3法の成立に伴う児童福祉法の改正により、平成27年4月からこどもクラ 
ブの対象年齢を小学6年生までに拡大することや、1クラブあたりの定員がおおむね40名までとなるこ
とから、こどもクラブ数を現在の23施設から45施設に拡大するための施設整備を行いました。
　

（直営4箇所・委託19箇所）

1,119名（平成26年5月１日）

分割及び西七日クラブ
の学校への移設

コミセン、荒舘幼稚園
河東保健センター

45クラブ



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

臨時福祉給付金給付事業費
349,465 349,450 15

（地域福祉課）

説　　　　　明

○ 　平成26年4月1日からの消費税率（5％から8％へ）の引き上げに際し、低所得者に与える影響を緩和
するため、暫定的・臨時的な措置として、臨時福祉給付金を支給しました。

1．支給対象者
　　基準日（平成26年1月1日）において、住民基本台帳に記録されている者で、市民税（均等割）
　が課税されていない者の中から、以下の者を除いた者
　　　①市民税（均等割）が課税されている者の扶養親族等
　　　②生活保護の被保護者等

2．支給額
　　　支給対象者1人につき10,000円。
　　　そのうち、老齢基礎年金受給者等については5,000円を加算

3．支給人数　　
　　　23,994人（うち、加算対象者数13,759人）

4．総支給金額　　　
　　　308,735千円



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

セーフティネット支援等対策事業費
42,693 33,335 98 9,260

（地域福祉課）

説　　　　　明

○

事　業　名　等 参加者数 達成者数 効果額

診療報酬明細書等点検充実事業

合　　　　　計

＜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

○

1 自立相談支援モデル事業

・ 事業内容

に困窮している方の相談に対応し、関係機関と連携しながら、生活や就労に関す

る課題解決に向けた支援を実施しました。

経済的自立が図られました。

・ 相談件数

・ 事 業 費

2 就労準備支援モデル事業

・ 事業内容 就労経験がない方や長期離職など就労に不安を抱えている方を対象に、生活習慣

の形成やコミュニケーション能力の向上など就労に必要なスキルを身に付けるこ

とを目的として就労訓練等を実施しました。

・ 委 託 先 会津若松市社会福祉協議会

・ 委 託 料

　被保護者の自立支援のため、就労支援相談員等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・実施することにより被保護者の自立促進を図るとともに、診療報酬明細書等点検業務の充実
を図り、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41,448千円圧縮することができました。

就労支援相談員による被保護者自立支援事業 （就労支援相談員2名） 155人 64人 33,316千円

生活習慣病等日常生活支援事業 （日常生活支援員1名） 92人 23人

高校就学支援事業 （高校就学支援員1名） 19人 19人

学童生活支援事業 （学童生活支援員1名） 18人 10人

8,132千円

284人 116人 41,448千円

支援対象の中学3年生が高校に進学した場合

　平成27年4月の生活困窮者自立支援法施行に先がけ、モデル事業として自立相談支援モデル事業及び
就労準備支援モデル事業を実施し、生活困窮にかかるさまざまな問題を抱えた方へ支援を行うことに
より、自立促進に努めました。

就労支援相談員1名、自立相談支援員1名を配置し、さまざまな困難を抱え経済的

特に就労支援については、支援対象者（参加者）18人中10人が就労開始となり、

133件

4,941千円

4,050千円



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

湊地区飲料水対策事業費
26,676 26,676

（健康増進課）

説　　　　　明

　・湊町中田地区、崎川地区、経沢地区

　実施方法

　　（自然放射能探査及び電磁波探査による水源有力箇所の特定）

　

　　（ボーリング調査）

給水施設等整備事業費
36,776 36,776

（健康増進課）

説　　　　　明

　実施方法

　

○　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。

　実施地区　　　　　　3件

　・自然放射能探査及び電磁波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　　　　2件

　・湊地区水源調査業務委託　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3,996千円

　・湊地区水源調査業務委託　　　　　　　　　　　　　　　　 　　22,680千円

○　水道未普及地区で給水不安な地区において、新たな水源の確保など地区が行う給水施設等の整備に
　対し補助金を交付し、安定した給水と住民の衛生的生活を確保しました。

　・会津若松市給水施設等整備費補助金の交付等に関する要綱に基づき、地区が行う給水施設等の
　　整備に対し補助金を交付し、整備を実施しました。

　実施地区　　　　　5地区

　・湊町崎川（沼上）地区　　　　　　　　13,000千円

　・河東町大野原地区　　　　　　　　　　10,776千円　　　　　　　　　

　・一箕町金堀地区　　　　　　　　　　　13,000千円

　・湊町四ツ谷地区　　　　　　　　　　　13,000千円　　（次年度へ繰越）

　・湊町笹山地区　　　　　　　　　　　　13,000千円　　（次年度へ繰越）



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

母子保健事業費
7,010 5,381 51 1,578

（健康増進課）

説　　　　　明

・主な事務名と経費

事務名 件　数 金　額

　母子健康手帳交付及び妊婦相談

　乳児家庭全戸訪問事業

　未熟児訪問指導

　未熟児養育医療

・知識普及のための資料の作成

内　　　容 対　象 数　量 　金　額

妊婦

　子どもノート

○　母子保健法に基づき、母子健康手帳の交付、妊産婦及び乳幼児の健康相談、乳幼児健康教室、妊産
　婦・未熟児・乳幼児等の訪問指導並びに未熟児養育医療の給付を行いました。特に、妊娠・出産・育
　児についての正しい理解を深めていただくため、母子健康手帳交付時には、妊娠期から産後までの健
　康管理として妊娠中の身体の変化や生活がイメージできる「妊婦ノート（親子の健康づくりガイドブ
　ック）」を配布するとともに、乳幼児の保護者に対しては、子どもの成長発達を理解し、子どもが望
　ましい生活習慣を身につけられるよう、乳幼児健康診査等の機会に「子ども ノート」を配布し、育児
　における活用を促しました。

952件 　187千円

　乳幼児健康相談
　（赤ちゃんゆうゆう相談、わんぱく相談）

565件 1,065千円

　乳幼児健康教室
　（すくすく教室、離乳食教室）

118件 　168千円

903件 　758千円

 88件 　164千円

  7件 1,670千円

　親子の健康づくりガイドブック 
　（妊婦ノート）

1,200冊 　756千円

4か月児
1歳6か月児
3歳6か月児

4,000冊 2,113千円



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

予防接種事業費
305,935 478 305,457

（健康増進課）

説　　　　　明

ワクチン名 対　象 のべ件数 金　額

水痘ワクチン

環境都市推進事業費
6,396 1,247 5,149

（環境生活課）

説　　　　　明

○ 小水力発電可能性調査委託料

内　容 金　額

小水力発電可能性調査委託

○ 住宅用太陽光発電システム設置補助金

【事業の概要】
・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

○　予防接種法に基づき、市民全体の免疫水準を維持するため、接種機会の安定的な確保を図りました。
　　また、予防接種法の改正により、平成26年10月から水痘ワクチン及び高齢者肺炎球菌ワクチンの接　
　種を行うとともに、特に、71歳以上の高齢者などを対象に高齢者肺炎球菌ワクチンの市独自の助成に
　よる接種機会の提供を行い、疾病予防を図りました。　 　　

生後12月～60月 1,471件　 14,520,241円　

高齢者肺炎球菌ワクチン
（定期接種）

接種歴のない65歳、70歳、75
歳、80歳、85歳、90歳、95歳
、100歳以上の者、60歳以上
65歳未満のハイリスク者

2,461件　 16,100,337円　

高齢者肺炎球菌ワクチン
（任意接種）

接種歴のない71歳以上の定期
接種対象者以外の者、66～69
歳のハイリスク者

198件　 926,366円　

　調査結果を公開することにより、事業者等による小水力発電事業への参入を促し、再生可能エネル
ギーの普及を推進するため、市内の水路等において可能性調査を実施しました。
　市内14箇所の候補地において、発電量・採算性の試算等を行うことにより、採算性の高い3箇所が
選定されました。その3箇所について、設置可能な水車タイプを想定した詳細な調査を行い、市内に
おける小水力発電の適地の評価を行うことができました。

2,495千円

　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。）

103件 3,901千円



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

廃棄物収集運搬処理費
546,794 546,794

（廃棄物対策課）

説　　　　　明

○

　 　

・

ごみの種類 収集量

燃やせるごみ 27,007,070 kg

燃やせないごみ 2,254,430 kg

資源ごみ 5,162,480 kg

合　計 34,423,980 kg

・ 拡大した祝日

ア ） いわゆるハッピーマンデー（海の日、敬老の日、体育の日、成人の日）

イ ） 日曜日に祝日が重なり、振替休日となった月曜日

・
ごみの種類 収集量

給食施設生ごみ 105,980 kg

　家庭から排出されるごみや資源物の収集運搬及び処理を適正に行うとともに、給食施設の生ごみを
収集し堆肥化施設で中間処理することにより、市民の快適な生活環境の保全及びリサイクルの推進を
図りました。
　また、平成26年度からは、月曜日収集地区の利便性向上を図るため「燃やせないごみ」「資源物」
における祝日収集を拡大しました。 　 　

廃棄物収集運搬委託料及び分別資源物回収委託料　　519,437千円

給食施設生ごみ収集運搬委託料　4,968千円



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

1,342 1,342
（農政課）

説　　　　　明

○

コンサルタント派遣事業

・ 実績

・ 実績

販売促進活動

・出展商談会名

・開催日

・参加者

○ きらめきあいづ女性農業者支援事業負担金

先進地視察調査

を学びました。

・調査先　　 群馬県高崎市の直売施設等

茨城県小美玉市の直売施設等

・参加者数

地域農業6次化等支援事業費

地域農業6次化等支援事業負担金

　農業者が主体的に取り組む、農業生産（1次）・加工（2次）・流通販売等（3次）の一体化による6
次化に対し、専門家によるコンサルティングや相談窓口の設置等を通して支援しました。

1．

　6次化に取り組む事業者に対し、コンサルタント（中小企業診断士）を派遣し、ビジネスプラ
ン作成等の支援を行いました。

1件

2． 6次化コーディネイトシステム

　商品開発や地域内の農商工連携、販路紹介等を支援するための専門員を設置し、6次産業化に
関する各種相談に応じました。

5件

3．

　農産物の加工・製造、流通・販売に取り組もうとする農業者の、首都圏で開催される展示商談
会への出展を支援し、消費者や食品関連業者のニーズ把握と企業マッチングを図りました。　

アグリフードＥＸＰＯ東京2014（東京ビッグサイト）

平成26年8月20日～21日

6次化に取り組む農業者及び事業者　10団体

　6次化に取り組む女性農業者のネットワークづくりを図りながら、実践的な6次化に向けた情報交換
や研修に取り組みました。

1． 6次化に取り組む女性農業者のネットワークづくり

　農産物加工に関する情報交換等を行い、具体的な商品作りの参考とするため、ワークショップ
を実施しました。

・ワークショップの実施回数　計3回

（平成26年7月10日、11月27日、平成27年3月17日）

2．

　女性農業者が中心となって6次化に取り組む先進事例から、農産物加工、流通、販売

延べ14名



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

多面的機能支払事業費
38,773 118 38,655

（農政課）

説　　　　　明

○

①地区説明会（各公民館、文化センター、北会津支所で開催）

・開催回数 6回

・延べ参加人数 人

②集落説明会（各集落集会所等で開催）

・開催回数 129回

・延べ参加人数 人

①農地維持支払交付金…多面的機能を支える共同活動を支援

・対象組織数 93（組織） うち、新規組織 82

・対象農用地面積 404,403 うち、新規取組面積 359,223

・交付金額 115,861（千円） うち、市負担分 28,697

②資源向上支払交付金…地域資源（農地、水路、農道等）の質的向上を図る共同活動を支援

・対象組織数 41（組織） うち、新規組織 30

・対象農用地面積 188,216 うち、新規取組面積 143,036

・交付金額 40,050（千円） うち、市負担分 9,955

　地域資源の適切な保全管理を推進することにより、農業・農村の有する多面的機能が適切に維持・
発揮されるとともに、担い手農家への農地集積という構造改革を後押しするため、交付対象となる活
動組織の新規設立に向けた支援を行うとともに、地域の共同活動に対する支援を行いました。

1．活動組織の新規設立に向けた支援

（若松2回、湊、門田、北会津、河東それぞれ1回）

約240

約3,200

2．地域の共同活動に対する支援

（組織）※1

（a） （a）　 ※2

（千円）※3

（組織）※1

（a） （a）　 ※2

（千円）※3

※1　11組織は農地・水保全管理支払からの継続組織
※2　他町村面積も含む

※3　残りは国・県・他町村負担



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

地域ブランド確立事業費

3,347 3,000 347（会津人参生産支援事業補助金）

（農政課）

説　　　　　明

○

・補助対象　　：会津人参初期生産資材（日覆施設用金属パイプ、肥料、農薬等）

鳥獣被害対策事業費
3,505 3,505

（農林課）

説　　　　　明

○

会津若松市鳥獣被害防止対策協議会負担金　

市鳥獣被害対策実施隊への支援

　会津の伝統的な作物である会津人参（おたねにんじん）の生産が減少傾向にあることから、生産資
材の購入費補助や播種・苗定植（作付）面積に対する補助金交付により、生産の維持を図りました。

1. ふくしまの特産品復活支援事業補助金（おたねにんじん需要即応生産支援事業）

　認定農業者が低コスト・省力化を図りながら、会津人参の生産を行うことに対して、初期生産 
資材の購入助成を行いました。

・事業実施地区：門田町徳久　生産面積　35ａ

・事業実施主体：会津人参を生産する認定農業者　2名

・事業費　　　：3,121千円

・補助金額　　：3,000千円（1,500千円×2名、県定額補助）

2．会津人参生産支援補助金

　会津人参の生産を維持するため、平成26年度に会津人参の播種又は苗の定植を行った作付面積 
に対して補助金を交付しました。

・事業実施地区：門田町徳久　作付面積　59.4ａ　、北会津町　作付面積　10a

・補助対象者　：平成26年度に会津人参の作付を行った生産者　6名

・補助金額　　：347千円（5千円/ａ×69.4ａ）

　野生鳥獣による農作物被害や人的被害防止のための対策として、市鳥獣被害防止対策協議会への
負担金のほか、市鳥獣被害対策実施隊への支援等を行いました。

1．

　野生鳥獣による農作物被害や人的被害防止のための防除対策として、追払い花火の提供や電気
柵等の忌避具の貸し出しを行い、必要に応じて有害鳥獣の捕獲を実施し、さらに誘引物撤去によ
る防除対策の指導、及びチラシ配布による注意喚起と広報活動により被害の軽減に努めました。

2．

　有害鳥獣の捕獲活動を担う市鳥獣被害対策実施隊にかかる人件費の負担や、活動支援としてわ
な猟免許取得の支援や実射講習会の費用を負担するなど、人材育成に努めました。



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（会津ブランド

8,800 8,800ものづくりフェア実行委員会負担金）

（商工課）

説　　　　　明

○

［会　　場］あいづドーム

［主なコーナー］

①“メイド・イン・あいづ”伝統的工芸品の紹介

・会津地域の伝統工芸士による実演と紹介

・漆器職人を目指す若者たちの作品展

・「メイド・イン・あいづ」の伝統的工芸品ＰＲと新たな活用提案

②次世代に伝えたい会津のものづくり

・会津地域企業によるものづくりの紹介

・親子ものづくり工房の開催

③会津清酒等による会津のおもてなし

・会津の日本酒の紹介とカフェ

④会津のこだわりのものづくりと名産品販売

・地域資源を活用した農商工連携の紹介

・会津名産品コーナー

・ゆかりの地紹介コーナー（屋外会場）

（むつ市、横須賀市）

・一般出展者販売コーナー（屋内・屋外）

⑤あいづものづくりコンテスト事業

参加者２６名、商品６５点。

全４部門ごとに最優秀賞を選定しました。

・伝統工芸技術に基づいて作られた会津漆器部門
・木製木地に漆を塗って仕上げた会津漆器部門

・木製以外の素地・漆以外の塗料を含む会津塗部門

・会津本郷焼部門

　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2014」を開催し、述べ2万人以上の来場がありました。

［会　　期］平成26年10月25日（土）～10月26日（日）

［来場者数］21,400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

商工業金融対策事業費
658,417 657,344 1,073

（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

地場産業振興事業費

5,013 5,013（会津漆器販路拡大事業実行委員会負担金）

（商工課）

説　　　　　明

○

内　容：商品開発及び提案について

・テーブルウェア・フェスティバルへの出展

開催場所：東京ドーム

内　容：商品や情報発信に関する手法について改善点を整理し、解決策を探りました。

・

75,000千円 2,800,000千円 98件

570,000千円 511,700千円 113件

645,000千円 3,311,700千円 211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

111件 13,417千円

新規開業特別貸付等利子補給金交付制
度

0件 0千円

111件 13,417千円

　国内最大級の展示会である「テーブルウェア・フェスティバル」に出展することにより、新しい会
津漆器の魅力づくりと発信を行い、会津漆器の振興を図りました。

[事業実績]

・勉強会（全3回）、商品開発の実施

参加者：延べ27社

開催期間：平成27年2月1日～9日（9日間）

参加企業：9社

・フィードバックセミナーの実施（1回）

参加者：9社

[事業成果]

・テーブルウェア・フェスティバル売上実績：約200万円

累計約27万人の来場者へ会津漆器を効果的にＰＲできたことで、出展後においても問い合わせが
多数あるなど、大きな成果がありました。



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

地域経済循環創造事業補助金
40,666 40,666

（商工課）

説　　　　　明

○

・補助件数

・事 業 名

・事業者名 荒川産業株式会社

・事業内容

・補 助 額

　民間事業者が行う地域資源を活かした先進的且つ持続可能な事業に対し、国の地域経済循環創造事
業交付金交付要綱及び会津若松市地域経済循環創造事業補助金交付要綱に基づき、事業者の初期投資
に対し支援を行うことによって、継続発展性があり、将来的に雇用創出が期待できるような民間の新
規事業を創出しました。

1件

動脈・静脈複合型物流拠点整備による未活用地域資源の有効活用推進ならびに地場産 
業競争力強化事業

有効に利活用されていない資源に着目し、加工設備ならびに物流面での整備を進める
ことでこれを商品化し、従来、地域社会においてコスト要因であった要素を収益要因
に変えていくことを目的に、以下の内容を実施しました。

○未活用資源の活用（不用品→商品へ）　　　　　　
・機密文書
　主に事業所で発生する機密書類について、オールインワンで対応するサービス。
　①既に細断されたシュレッダーくずをトイレットペーパーに加工。
　②多頻度少量発生する書類は定期回収・一括細断・圧縮梱包して首都圏向け物流に
    のせて製紙原料として販売。
　③少頻度大量発生する書類は専用コンテナに搭載し、直接製紙メーカーへ搬入。

・古布
　市民から回収した古布を障がい者スタッフにより選別・加工し専門商社に売却。
  一部は雑巾として地元工場で使用。

・中古タイヤ（ディーラーや給油所向けのタイヤ預かりサービスと連携）の輸出。

・中古生活雑貨（域内リサイクルショップの不良在庫等のうち、海外で販売可能な
  もの）を輸出。

○動脈・静脈複合物流サービス
・上記事業に使用する物流施設を地元流通業、製造業に有償で解放し、共同利用する
  サービス（物流コストの削減）。

40,666千円



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
113,095 110,234 2,861

（商工課）

説　　　　　明

〔実施結果〕

〔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 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を育成しました。

・委 託 先 株式会社ミンナノチカラ

・事業内容 ＩＴ技術を活用した新しいものづくりの啓発、研究を行う人材を育成しました。

・委 託 先

・事業内容 オープンデータを活用できるコンピュータ技術者を育成しました。

・委 託 先 株式会社シンク

・事業主体 特定非営利活動法人　教育・雇用研究機構

・整備施設

・補 助 額

○

〔実績〕

○ 　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　6件

・受賞件数　奨励賞　3件（報奨金100千円×3件）

・受 賞 者　奨励賞　株式会社Eyes,JAPAN、株式会社デザイニウム、五十嵐　太清（会津大学2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等、ＩＴ産業
基盤を強化するための人材を育成しました。

1. 地域情報コンテンツサービス開発事業 35,767千円・・・新規雇用者10人

2. アナリティクス人材育成事業 20,952千円・・・新規雇用者5人

3. まちなかWIFIピンポイント情報提供事業 9,143千円･･･新規雇用者3人

4. テレワーク活用型就業人材育成事業 21,681千円・・・新規雇用者17人

5. 会津ものづくり工房事業 15,984千円･･･新規雇用者3人

株式会社Gclue

6. データ活用エンジニア育成事業 6,711千円・・・新規雇用者5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、ベンチャー企
業の育成を推進しました。

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）

1,942千円（施設運営費補助金）

　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、開発商品のＰＲが図られました。

・株式会社会津ラボ・・・対象展示会等「APPS JAPAN 2014」

　　　　　　　　　　　　平成26年6月11日～6月13日　111千円



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

企業誘致促進事業費
131,286 26,400 104,886

（企業立地課）

説　　　　　明

○

　 ・ 件　　数

・ 交付金額

（内訳）

・ 株式会社羅羅屋

・ 株式会社サンブライト

・件　　数

・交付金額

（内訳）

・ 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、積極的な企業訪問によ
る誘致活動に取り組み、そのネットワークを拡大しました。
　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する用地取得助成金の交
付、さらには、工場設置融資制度の預託などを通じ企業の操業を支援することで本市工業の振興を図
りました。

1. 企業立地奨励金

2件

2,899千円

2,631千円

268千円

2. 用地取得助成金

2件

94,854千円

42,354千円

52,500千円

3. 成長産業集積促進業務委託

（1）委託料 4,320千円

（2）委託先

（3）訪問企業の抽出・選定　66社

 市と同社による合同企業訪問（平成26年11月）21社

4. 工場設置融資制度

26,400千円



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（鶴ヶ城プロジェクション

34,000 34,000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

・

　東日本大震災からの復興と本市の観光振興を目的に、「fukushimaさくらプロジェクト」が開催する
「鶴ヶ城プロジェクションマッピング　はるか2015」事業を支援するため、補助金を交付しました。
　上映及びイベント運営に関しても連携し、市民・企業・行政が一体となった取組みを進め、復興へ
の願いと本市の魅力を国内外に発信し、原子力発電所事故による風評の払拭に効果がありました。
　また、旅行エージェントとの連携により、旅行商品に結び付けるなど、東山・芦ノ牧両温泉や市内
宿泊施設等の利用者の増加、冬期間の観光誘客の促進が図られました。

[事業内容]

「鶴ヶ城プロジェクションマッピング　はるか2015」　あかべこものがたり

fukushimaさくらプロジェクト

平成27年3月19日（木）～22日（日）　述べ4日間

20回（1日あたり5回上映）

約23,414名（県内：16,390名　県外：7,024名）

「夢の春」デザインコンテスト　県内小学校児童参加者　934名　受賞者　100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

観光振興事業費

33,490 33,490（会津若松観光ビューロー補助金）

（観光課）

説　　　　　明

○

観光案内所の管理運営と観光案内の機能充実に努めました。

案内所 うち外国人観光客数 うち外国人観光客数

会津若松駅案内所（Ⅴ案内所）

飯盛山観光案内所

　 　

多言語パンフレットの印刷やホームページでの情報発信、商談会への参加、モニターツアー等

の受入など、誘客活動に取り組みました。

・ 多言語パンフレット印刷（中国・台湾・韓国）

ゆかりの地などの各団体や協議会との連携により、県内外での催事に出展しました。

・

・

会員等による観光・物産の各委員会を設置し、事業運営に取り組みました。

・ まちなか観光推進委員会

・ エージェント対策委員会

・ 受入整備・広域連携委員会

・ 教育旅行委員会

・ 物産推進委員会

会員相互の連携と情報共有化のために連絡会を開催し、会報誌を発行しました。

・

・

　一般財団法人会津若松市観光公社と会津若松観光物産協会が統合した一般財団法人会津若松観光ビ
ューローに対して、観光振興及び物産振興に資する事業に対して補助を行いました。

1. 観光案内所管理運営業務

平成26年度案内件数 平成25年度案内件数

鶴ヶ城観光案内所(Ⅴ案内所） 22,536人   179人 22,150人   50人

84,087人 1,154人 60,608人  833人

 2,607人   120人  3,401人   43人

2. インバウンド推進事業

3. 物産推進事業

県内外の催事出展　15件

ディスプレイ講習会　平成26年10月14日（火）、15日（水）　参加者　28名

4. 委員会設置

5. 会津親善大使「会津キャンペーンクルー」事業

全国で観光ＰＲするためキャンペーンクルー2名を委嘱し、踊りや歴史文化等の研鑽に努めました。

6. 会員交流事業

連絡会　7月・3月開催

会報誌　8月・12月・3月発行



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

61,373 61,373（会津まつり協会負担金）

（観光課）

説　　　　　明

○

地域振興及び郷土芸能の継承を目的に支援を実施しました。

　旧会津若松観光物産協会の「地域振興」部門を担う会津まつり協会に対して、負担金を支出しまし
た。まつりの原点に立ち返り、市民参加のまつりをはじめ、まつりによる地域振興を目指して各事業
に取り組みました。

1. 会津まつり事業

平成26年9月21日（日）～23日（火・祝日）

提灯行列、会津磐梯山踊り、日新館童子行列、鼓笛隊パレード、会津藩公行列を実施しました。
会津藩公行列は女優・綾瀬はるかさんの特別参加もあり、観客数21万5千人となり大幅な集客が
図られました。

2. 親善交流事業

蒲生氏郷公ゆかりネットワーク共同宣言都市の三重県松阪市において市民交流を実施し、歴史的な 
結びつきを改めて認識する機会となりました。　参加者数　81人

3. 大戸岳山開き事業

本市最高峰の大戸岳の魅力発信を図るとともに、地域住民の協力によるイベンを実施し、登山客の
集客と大戸地区の地域振興に努めました。　参加者数　230人

4. 歳の神事業

東山温泉観光協会との共催により、小正月の伝統行事の継承並びに市民交流の場となるよう実施し
ました。　観客数　900人

5. まつり地域支援事業

・第16回会津絵ろうそくまつり・・・平成27年2月13日（金）、14日（土）　観客数　22,800人

・会津彼岸獅子の公演・・・平成27年3月21日（土・祝）

6. その他

ゆかりの地における催事等に出展し、歴史的な縁や本市の魅力発信に努め、相互交流の推進に努め
ました。

・滋賀県日野町「氏郷まつり」・・・平成26年10月25日（土）、26日（日）

・三重県松阪市「氏郷まつり」・・・平成26年11月3日（月・祝）



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
283,259 154,552 118,700 10,007

（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

　用地測量業務委託

合　計

内　容 事　業　量 事　業　費

　用地買収

内　容 事　業　量 事　業　費

　踏切拡幅工事負担金

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 862.6ｍ　 54,189千円　

2級市道 1路線 367.8ｍ　 30,518千円　

3級市道 2路線 412.3ｍ　 32,585千円　

6路線 1,642.7ｍ　 117,292千円　

うち前年度からの繰越　 11,439千円

2．委託料

　不動産鑑定業務委託 1件 303千円　

1件 97千円　

2件 400千円　

3．公有財産購入費

90.98㎡ 4,226千円　

うち前年度からの繰越　 2,950千円

4．負担金補助及び交付金

1件 155,503千円　

うち前年度からの繰越  155,503千円

他に次年度への繰越   40,640千円

5．補償補填及び賠償金

5件 3,912千円　

うち前年度からの繰越 　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
25,711 11,200 9,659 4,852

（道路維持課）

説　　　　　明

○ 　水路整備等を行い、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

水路整備等 9 555.7m

合　計

会津総合運動公園陸上競技場等整備事業費
40,091 20,000 19,000 1,091

（花と緑の課）

説　　　　　明

○ 　利用者の安全確保と利便性向上のため、会津総合運動公園陸上競技場周辺管理施設及び連絡通路

歩道照明を整備しました。

・工事請負費

内容

内　　容 工事件数 主な事業量 事業費

会津総合運動公園総合案内板設置工事

合　計

25,711千円

25,711千円

会津総合運動公園陸上競技場周辺管理
施設整備工事

1件
防護柵Ｌ＝242.1ｍ
園灯設置Ｎ＝4基

12,340千円

会津総合運動公園陸上競技場周辺園路
整備工事

1件
園路舗装工
 A＝1,574.8㎡

10,388千円

会津総合運動公園連絡通路歩道照明設
置工事

1件 歩道照明
 Ｎ＝13基

16,499千円

1件
総合案内板
 Ｎ＝1基

864千円

4件 40,091千円



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

公営住宅大規模改善事業費
57,547 25,467 32,000 0 80

（建築課）

説　　　　　明

○

・ 工事請負費

実施箇所 内　容 事業量 事業費

建築工事 24,751 千円

電気設備工事 10,116 千円

22,680 千円

合　　計 57,547 千円

　長期的に使用可能な耐火構造住宅のうち、施設の更新時期にある住宅(概ね耐用年数の過半前後)を
対象に、外壁の改修や電気設備・給排水設備を改善し、安全性と住環境の向上を図りました。

居合団地
第2棟

5階建て
30戸

(S48年建設)

外壁等改善：モルタル劣化部補修・塗装1,294㎡
屋上防水改善：断熱シート防水488㎡
手摺改善：各戸バルコニー・窓
縦樋改善　等

電源容量改善：各戸分電盤・引込開閉器盤1面
テレビ共聴設備改善：アンテナ1組・増幅器1台
電話設備改善：各戸モジュラジャック
　　　　　　　保安器盤1面　等

給排水衛生
設備工事

給水設備改善：メーターユニット交換
　　　　　　　給水管更生
排水設備改善：各戸・共用排水管布設替え
便所内改修：各戸洋風便器設置、手摺設置　等



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

防災対策費（地域防災計画作成業務委託料・

4,234 4,234家庭用防災カルテ作成等業務委託料）

（危機管理課）

説　　　　　明

○

内　容 金　額

地域防災計画作成業務委託

家庭用防災カルテ作成等業務委託

消防施設整備費
32,330 28,900 3,430

（危機管理課）

説　　　　　明

○

内　容 金　額

消火栓新設工事（４基）及び修理

防火水槽マンホール蓋取替え工事

合　　　計

　東日本大震災をはじめ、近年全国各地で発生している局地的な水害や土砂災害などの状況、少子高
齢化や地域コミュニティの希薄化などの社会情勢を踏まえ、地域防災計画の大幅な見直しを行いまし
た。
　計画の概要を掲載した「家庭用防災カルテ」及び「ハザ－ドマップ」を全戸配布し、災害への備え
や地域での連携など、市民の防災意識の向上を図りました。

1,275千円

2,960千円

　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。

9,271千円

1,274千円

第14分団基幹屯所ホース乾燥塔設置工事 983千円

第16分団消防ポンプ自動車 18,900千円

30,428千円



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

小中学校児童生徒文化芸術全国大会

400 400出場激励金

（学校教育課）

説　　　　　明

○

・対象校数

・出場児童生徒数

社会体育事業費

2,026 2,026（市町村対抗県縦断駅伝競走大会負担金）

（スポーツ推進課）

説　　　　　明

○

主な内訳

　①選手スタッフの宿泊料等大会参加経費

　②選手ユニホームの新調に係る経費

　③大会コースの試走に関する経費

　④その他事務費等

10款

　市内小中学校の児童生徒が、全国的な規模で行われる文化芸術分野の大会に出場する際に、激励金
を交付し、大会での活躍を促すとともに、児童生徒の意欲を高め、教育活動の推進を図りました。

音楽大会　4校（8件）

音楽大会　のべ377人

・交付額　400,000円（50,000円×8件）

　第26回市町村対抗県縦断駅伝競走大会（ふくしま駅伝）への参加にあたり、ふくしま駅伝会津若松
市実行委員会に負担金を支出し、参加体制の充実・強化を図りました。大会コースの試走回数を増や
したことや、選手のユニホームを新調するなど、充実した取組みを行いました。
　結果として、中学生・高校生中心のチームにもかかわらず、総合第3位の成績を収め、本市の中学生
・高校生の競技力向上が図られました。



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

学校施設耐震化事業費
728,256 244,423 465,600 10,661 7,572

（教育総務課）

説　　　　　明

○　

・耐震基本計画策定にかかる経費

学校名 内容 事業費

城西小学校 校舎南棟耐震基本計画策定業務委託 4,536千円

城北小学校 校舎南・体育館西管理棟耐震基本計画策定業務委託 4,434千円

　 合　計 8,970千円

・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

屋内運動場耐震補強・大規模改修工事 161,270千円

屋内運動場耐震補強・大規模改修電気設備工事 17,982千円

屋内運動場耐震補強・大規模改修給排水衛生設備工事 8,381千円

門田小学校

屋内運動場耐震補強・大規模改修工事 143,729千円

屋内運動場耐震補強・大規模改修電気設備工事 22,410千円

屋内運動場耐震補強・大規模改修給排水衛生設備工事 6,940千円

東山小学校

屋内運動場耐震補強・大規模改修工事 135,398千円

屋内運動場耐震補強・大規模改修電気設備工事 21,438千円

屋内運動場耐震補強・大規模改修給排水衛生設備工事 5,548千円

　事務費等 2,114千円

合　計 525,210千円

　 小学校における耐震化事業費　　　合　計 534,180千円

うち前年度からの繰越 529,644千円

・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
校舎北棟耐震基本計画策定業務委託 5,214千円

校舎南棟耐震補強工事実施設計業務委託 5,001千円

一箕中学校 屋内運動場耐震補強・大規模改修工事実施設計業務委託 8,586千円

第六中学校 屋内運動場耐震補強・大規模改修工事実施設計業務委託 8,478千円

合　計 27,279千円

・耐震補強工事にかかる経費

学校名 内容 事業費

第五中学校

屋内運動場耐震補強・大規模改修工事 140,742千円

屋内運動場耐震補強・大規模改修電気設備工事 20,088千円

屋内運動場耐震補強・大規模改修給排水衛生設備工事 5,508千円

　事務費等 459千円

合　計 166,797千円

中学校における耐震化事業費　　　合　計 194,076千円

うち前年度からの繰越 166,700千円

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、窓ガラスの強化ガラスへの変更等、非構造部材の耐震化も実
施したことにより、強度の地震にも耐えられる建物となりました。

[経費内訳]

1.小学校における耐震化事業費

2．中学校における耐震化事業費



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

6,300 4,000 2,300（まちなかピナコテカ負担金）

（文化課）

説　　　　　明

○

・テーマ：「五感で楽しむ」

　 　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により、会津の伝統、文化の中で

育まれてきた「漆」の新しい魅力を伝えることができました。

　また、漆ヴァイオリンのミニコンサートの開催や、漆を使った遊具スペースの設置など、

展示だけにとどまらない展開により、多くの来場者に漆の文化的価値や魅力を伝えることが

できました。

・まちなかピナコテカ

　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。

　市が収蔵する貴重な美術作品等を紹介するだけでなく、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。

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、まちなかの歴史的建造物や商店街等を
舞台として、より身近で気軽な芸術鑑賞機会の創出を図る「あいづまちなかアートプロジェ クト」。
その推進組織である、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、芸術文化振
興の促進や地域の文化力向上を図る取組みを展開しました。

1．開催期間：平成26年10月4日～平成26年11月3日

2．来場者数：約36,000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2014



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

11,189 10,545 20 624
（文化課）

説　　　　　明

○

　　　　　　　　出土しており、弥生時代中期のものが多いようです。

　　　　　　　　　同様に弥生時代の土器片が大量に出土した遺跡として、本遺跡の南西約１㎞に

　　　　　　　　位置している一ノ堰Ｂ遺跡が挙げられます。弥生時代中期の土坑墓とされており、

　　　　　　　　関連が注目されます。

　　　　　　　　します。

10款

門田第4地区県営ほ場整備発掘調査事業費

　門田第4地区県営ほ場整備事業の工事範囲に、周知の埋蔵文化財包蔵地が含まれるため、盛土工法
により保存される部分を除き、工事により遺跡が消滅する水路敷設箇所および仮設水路設置箇所につ
いて、文化財保護法に基づき発掘調査および出土遺物や実測図の整理作業を実施しました。

1.　調査原因　　県営経営体育成基盤整備事業「門田第4地区」

2.　事業場所　　会津若松市門田町大字堤沢字中田地内

3.　遺 跡 名　　社田Ａ遺跡

4.　調査面積　　約700㎡

5.　調査期間　　平成26年6月20日～平成27年3月31日

　　調査準備　平成26年6月20日～　7月13日

　　現地調査　平成26年7月14日～10月10日

　　整理作業　平成26年10月～平成27年3月

6.　出土遺物　　土器（弥生時代・平安時代）　平箱32箱

　　　　　　　　石器・石製品（弥生時代）　　平箱 1箱

7.　検出遺構　　土坑　24基

　　　　　　　　溝跡　　3条

　　　　　　　　ピット（小穴）13基

8.　調査成果　　　土坑や溝跡から弥生土器が大量に出土しました。土器はほとんどが破片の状態で

9.　調査報告書　　平成27年度実施の「門田条里制跡」発掘調査成果とともに、平成28年3月に刊行



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
989,416 82,442 6,600 40,495 859,879

（道路維持課）

説　　　　　明

○ 冬期交通の安全確保を目的に、除排雪対策、雪害対策を実施しました。

内　容 事業量 事業費

　道路除雪等業務 812.3km

　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 5.7km

　自家用電気工作物保安管理業務

合　計

内　容 事業量 事業費

　防雪柵設置工

合　計

内　容 事業量 事業費

　除雪車

合　計

11款

1．委託料

750,827千円

30件 1,125千円

19,030千円

22,162千円

2件 294千円

793,438千円

2．工事請負費

68.0ｍ 9,798千円

9,798千円

3．備品購入費

1台 14,202千円

14,202千円
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