
平成２８年１２月市議会定例会提出案件資料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　企画調整  課  

１２月補正

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

地方創生推進事業費 　２ 総務費　１ 総務管理費　８ 企画費

　　　　　　　　　　　　　　　　　　２，０００千円

　国の地方創生推進交付金を活用した事業の実施に要する

経費について予算措置するものです。

〔事業概要〕

　経済産業省から地方版 IoT推進ラボに選定されたことを

契機として、健康、医療、環境、産業といった各分野へ

IoTを積極的に導入し、スマートシティ会津若松に掲げる

「持続力と回復力のある力強い地域社会と市民の皆様が安

心して快適に生活できるまちづくり」を推進するために、

IoT推進セミナーを実施するものです。

　・参加企業による IoT取組説明・講座

　　（健康、医療、環境、産業などの分野別発表）

　・参加企業の展示コーナー設置と地元事業者、農業経営

　　者等との意見交換

〔経費内訳〕

　事務費等 　　　　　　　　　　　　１，１１７千円

　会場設営等委託料　　　　　　　　　　 ８８３千円

〔財源内訳〕

　地方創生推進交付金（国）　　 　　１，０００千円

　　　　　　　



平成２８年１２月市議会定例会提出案件資料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　地域福祉課

１２月補正

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

臨時福祉給付金給付事業費 　３ 民生費　１ 社会福祉費　１ 社会福祉総務費

　　　　　　　　　　　　　　　　　４２０，７８１千円

　平成28年 8月 2日に閣議決定された「未来への投資を実

現する経済対策」に簡素な給付措置（臨時福祉給付金）が

盛り込まれ、平成29年 4月から平成31年 9月までの2年半

分を一括して支給することとし、平成28年度内から支給開

始するものとしたことから、必要な経費等について予算措

置しようとするものです。

　なお、申請期間の終了が平成29年度となることから、あ

わせて、繰越明許費を設定するものです。

〔経費内訳〕

　事務費等　　　　　　　　　　　　　２２，０４５千円

　コールセンター業務等委託料　　　　２３，７３６千円

　臨時福祉給付金　　　　　　　　　３７５，０００千円

〔財源内訳〕

　臨時福祉給付金給付事業費補助金（国）

３７５，０００千円 

　臨時福祉給付金等給付事務費補助金（国）

４５，７４８千円 

　雇用保険料　　　　　　　　　　　　　　　  ３３千円

　＜参考＞

　・支給対象者　　平成28年度分の住民税が非課税の者

　・支給額　　　　支給対象者１人につき15,000円

　・対象見込人数　25,000人

　・申請期間（予定）

　　平成29年 2月 20日（月）～平成29年 5月 31日（水）



平成２８年１２月市議会定例会提出案件資料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　教育総務  課  

１２月補正

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

理科教育設備費

　

　１０ 教育費　２ 小学校費　２ 教育振興費

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　６６０千円

　１０ 教育費　３ 中学校費　２ 教育振興費

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４４０千円

　小・中学校における理科教育設備の充実を図るため、国

の第二次補正予算を活用し、理科教材の整備費について予

算措置しようとするものです。

〔経費内訳〕

　備品購入費（小）　　　　　　　　　　　６６０千円

　備品購入費（中）　　　　　　　　　　　４４０千円

〔財源内訳〕

　理科教育設備整備費等補助金（小）（国）３３０千円 

　理科教育設備整備費等補助金（中）（国）２２０千円 



平成２８年１２月市議会定例会提出案件資料

　　　　　　　　　　　　　　生涯学習総合センター・北公民館・南公民館

１２月補正

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

放課後子ども教室一体推進

事業費

　

　１０ 教育費  ４ 社会教育費　２ 公民館費

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２，６７４千円

　国の第二次補正予算を活用し、放課後子ども教室一体型

の推進にかかる設備整備について予算措置しようとするも

のです。

〔経費内訳〕

　備品購入費

　　○北公民館　　　　　　　　　　　　　３８２千円

　　　　卓球台　　　　　　　３台

　　　　パーティション　　　２台

　　　　両開き書庫　　　　　１台

　　○南公民館　　　　　　　　　　　２，２９２千円

　　　　卓球台　　　　　　　２台

　　　　ノートパソコン　　１２台

　　　　タブレット　　　　　２台

　　　　カラープリンター　　１台

〔財源内訳〕

　放課後子ども教室一体推進事業費補助金（県）　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　２，６７４千円



平成２８年１２月市議会定例会提出案件資料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　企業立地  課  

１２月補正

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

工業団地対策事業費

　

　７ 商工費　１ 商工費　２ 商工業振興費

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３，６３０千円

　会津若松工業団地における排水設備の一部が故障により

停止したため、電動仕切弁の改修を行うのための経費につ

いて予算措置しようとするものです。

　なお、工期の関係により翌年度の完了も見込まれるため、

あわせて、繰越明許費を設定するものです。

〔経費内訳〕

　工事請負費　　　　　　　　　　　　　３，６３０千円



平成２８年１２月市議会定例会提出案件資料

花と緑の課

１２月補正

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

一般公園管理費 　８ 土木費　４ 都市計画費　４ 公園費

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５３９千円

　都市公園「背炙山公園」用地として供用する土地の訴訟

事件の終結に伴う訴訟代理人への経費について、予算措置

しようとするものです。

〔経費内訳〕

　訴訟代理委託料　　　　　　　　　　　　５３９千円



平成２８年１２月市議会定例会提出案件資料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　花と緑の  課  

１２月補正

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

会津総合運動公園等維持管

理費

　

　８ 土木費　４ 都市計画費　４ 公園費

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ６，７００千円

　平成 29年度全国高等学校総合体育大会において練習場と

して使用される門田緑地テニスコートの損傷が著しいこと

から、利用者の安全を確保し、円滑な大会運営に寄与する

ために、プレーに支障のある箇所を改修するための経費に

ついて予算措置しようとするものです。

　なお、工期の関係により翌年度の完了も見込まれるため、

あわせて、繰越明許費を設定するものです。

〔経費内訳〕

　工事請負費　　　　　　　　　　　　６，７００千円



平成２８年１２月市議会定例会提出案件資料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　花と緑の  課  

１２月補正

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

会津総合運動公園施設改修

事業費

　

　８ 土木費　４ 都市計画費　４ 公園費

　　　　　　　　　　　　　　　 　　１２，５２０千円

　平成 29年度全国高等学校総合体育大会に向け、利便性の

向上を図るため、競技会場のトイレの一部を洋式化するた

めの経費について予算措置しようとするものです。

　なお、工期の関係により翌年度の完了も見込まれるため、

あわせて、繰越明許費を設定するものです。

〔経費内訳〕

　工事請負費　　　　　　　　　　　１２，５２０千円

　　　　



平成２８年１２月市議会定例会提出案件資料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　学校教育  課  

１２月補正

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

学校保健管理費 　１０ 教育費　２ 小学校費　１ 学校管理費

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７，６４０千円

　湊小学校プールサイドの防滑シートが老朽化したことか

ら、平成29年度の水泳授業の開始に向けて改修工事が必要

となるため予算措置しようとするものです。

　なお、工期の関係により翌年度の完了が見込まれるため、

あわせて、繰越明許費を設定するものです。

〔経費内訳〕

　工事請負費　　　　　　　　　　　　７，６４０千円



平成２８年１２月市議会定例会提出案件資料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　教育総務  課  

１２月補正

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

城北小学校校舎北東棟改築

事業費

　

　１０ 教育費　２ 小学校費　３ 学校建築費

　　　　　　　　　　　　　　　　　　３９，３４０千円

　耐震補強工事による対応が困難な城北小学校校舎北東棟

及び南棟について、当該２棟の機能を集約した新たな北東

棟１棟を建設するため、必要となる経費について予算措置

しようとするものです。

　なお、委託業務の一部について完了が翌年度となるため、

あわせて、繰越明許費を設定するものです。

〔経費内訳〕

　実施設計等委託料　　　　　　　　３９，３４０千円



平成２８年１２月市議会定例会提出案件資料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国保年金  課  

１２月補正

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

後期高齢者医療事業費

（療養給付費等負担金）

　

　３ 民生費　１ 社会福祉費　３ 老人福祉費

　　　　　　　　　　　　　　　　　　３６，１８９千円

　平成２７年度療養給付費等負担金の確定に伴い、福島県

後期高齢者医療広域連合に対し追加負担が必要となるため

予算措置しようとするものです。

〔経費内訳〕

　療養給付費等負担金　　　　　　　　３６，１８９千円



平成２８年１２月市議会定例会提出案件資料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　こども家庭課

１２月補正

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

子ども医療費

　

　３ 民生費　２ 児童福祉費　１ 児童福祉総務費

　　　　　　　　　　　　　　　　１１，３０９千円

　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ことを目的として保険診療の一

部負担金を助成する子ども医療費について、インフルエン

ザなどの流行による医療費の増額が見込まれるため、扶助

費の予算措置をしようとするものです。

〔経費内訳〕

　扶助費　　　　　　　　　　　　　１１，３０９千円

〔財源内訳〕

　子ども医療費補助金（県）　　　　　７，６６３千円



平成２８年１２月市議会定例会提出案件資料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　こども保育  課  

１２月補正

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

子どものための教育・保育

給付事業費

　

　３ 民生費　２ 児童福祉費　１ 児童福祉総務費

５４，３２５千円　

　子ども・子育て支援新制度に移行した認定こども園、幼

稚園及び地域型保育施設に係る扶助費について、入所児童

者数の増加、広域入所者数の増加、処遇改善等加算率の変

更に伴い、当初予算額に対して不足する見込みであること

から、不足分について予算措置しようとするものです。

〔経費内訳〕

　　扶助費　 　　　　　　　　　　　５４，３２５千円

〔財源内訳〕

　　子どものための教育・保育給付負担金（国）

　　　　　　　　　　　　　　　　　 ３６，８７９千円

　　子どものための教育・保育給付負担金（県）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ８，４６５千円



平成２８年１２月市議会定例会提出案件資料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　人  　  事  　課  

１２月補正

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

職員人件費

（一般会計）

　

１款（議会費）から１０款（教育費）まで

　　　　　　　　　　　　計　△　１３９，９０３千円

　平成28年１月１日現在に在職する職員をもとに予算化し

た人件費と、平成28年 11月１日現在で見込まれる人件費

との差額を補正するものです。

１　特別職　

      共済費 ３９５千円  

        合　計 ３９５千円  ･･･（Ａ）

　

２　一般職　

      給料 △１２３，１９２千円

      職員手当等   △５３，９２６千円

      共済費     ３６，８２０千円

        合　計 △１４０，２９８千円　･･･（Ｂ）

　 （Ａ）＋（Ｂ） ＝ △１３９，９０３千円  ･･･（Ｃ）

（参考）

　Ⅰ 特別会計分　※水道事業会計除く　

      給料 △１，０９３千円

      職員手当等       ２８１千円

      共済費   ７，７１９千円

        合　計   ６，９０７千円　　…（Ｄ）

　  　

　Ⅱ　一般会計 + 特別会計

　　　　合計（Ｃ）+（Ｄ）＝△１３２，９９６千円　



平成２８年１２月市議会定例会提出案件資料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　環境生活課
１２月補正

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

城南コミュニティセンター

の指定管理者の指定

〔債務負担行為〕

〔債務負担行為〕　

                        　　限度額　２，６８３千円

　城南コミュニティセンターの指定管理者の指定に伴い、

債務負担行為を設定するものです。

１ 期間　平成２８年度～平成２９年度（２ヶ年）

２ 支出予定額

　　平成２８年度　　　　　　０千円

　　平成２９年度　　２，６８３千円　

　　　　　計　　　　２，６８３千円

３ 指定管理者となる団体

　　団体名：門田地区城南コミュニティづくり協議会

　　代表者：会長　長尾　精悟

　　所在地：会津若松市東年貢一丁目１１番２号



平成２８年１２月市議会定例会提出案件資料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　こども保育  課  

１２月補正

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

湊しらとり保育園の指定管

理者の指定

〔債務負担行為〕

〔債務負担行為〕

　　　　　　　　　　　　限度額　１８８，９６０千円

　湊しらとり保育園の指定管理者の指定に伴い、債務負担

行為を設定するものです。

１　期間　平成２８年度～平成３２年度（５ヶ年）

２　支出予定額

　　平成２８年度　　　　　  　０千円

　　平成２９年度　　４７，２４０千円

　　平成３０年度　　４７，２４０千円

　　平成３１年度　　４７，２４０千円

　　  平成  ３２  年度　　  ４７，２４０  千円　  

　　　　計　　　　１８８，９６０千円

３　指定管理者となる団体

　　団体名：社会福祉法人　会津若松市社会福祉協議会

　　所在地：会津若松市追手町５番32号



平成２８年１２月市議会定例会提出案件資料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　学校教育  課  

１２月補正

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

学校給食調理・洗浄業務委

託事業

〔債務負担行為〕

〔債務負担行為〕

　　　　　　　　　　　　限度額　　１６８，９３５千円

　学校給食調理・洗浄業務委託の安定的な業務運営のため、

また、平成29年４月からの円滑な学校給食を提供するため、

債務負担行為を設定しようとするものです。

○期間　平成28年度～平成33年度（６ヶ年）

○事業内容　東山小学校及び門田地区学校給食センターの

　　の２調理場における学校給食調理・洗浄業務について

　　の業務委託



平成２８年１２月市議会定例会提出案件資料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　農　林  　課  

１２月補正

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

砂塵防止事業

〔債務負担行為〕

　

〔債務負担行為〕

　　　　　　　　　　　　　限度額　２１，５００千円　

　早期発注による公共工事の発注時期の平準化を図るため、

債務負担行為を設定するものです。

○期　　間　平成２８年度～平成２９年度

○事業内容　地区舗装工事　　　　２１，５００千円　

　　



平成２８年１２月市議会定例会提出案件資料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　道路維持  課  

１２月補正

名　　　称 内　　　　　　　　　容

道路維持修繕事業

〔債務負担行為〕

〔債務負担行為〕

　　　　　　　　　　　　限度額　　３４，９００千円

　早期発注による公共工事の発注時期の平準化を図るため、

債務負担行為を設定するものです。

○期　　間　平成２８年度～平成２９年度

○事業内容　舗装修繕工事 （６路線） ３４，９００千円



平成２８年１２月市議会定例会提出案件資料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　道路建設課

１２月補正

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

市道舗装整備事業

〔債務負担行為〕

　

〔債務負担行為〕

　　　　　　　　　　　　限度額　　２４，８００千円

　早期発注による公共工事の発注時期の平準化を図るため、

債務負担行為を設定するものです。

○期　　間　　平成２８年度～平成２９年度

○事業内容　　舗装等整備工事　　　２４，８００千円



平成２８年１２月市議会定例会提出案件資料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　道路建設課

１２月補正

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

都市計画街路事業

（会津若松駅中町線）

〔債務負担行為〕

　

〔債務負担行為〕

　　　　　　　　　　　　限度額　　６０，０００千円

　早期発注による公共工事の発注時期の平準化を図るため、

債務負担行為を設定するものです。

○期　　間　　平成２８年度～平成２９年度

○事業内容　　道路改良工事　　　 ６０，０００千円



平成２８年１２月市議会定例会提出案件資料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　水道部総務課

１２月補正

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

水道事業会計

　

収益的収入

1水道事業収益　

2営業外収益　4消費税及び地方消費税還付金　

21,320千円

収益的収入計　  21,320      千円  

収益的支出

1水道事業費用　1営業費用　1原水及び浄水費

387千円

1水道事業費用　1営業費用　2配水及び給水費

968千円

1水道事業費用　1営業費用　4業務費

△1,967千円

1水道事業費用　1営業費用　5総係費

475千円

収益的支出計　△  137      千円  

　人件費について予算措置しようとするものです。

資本的収入

1資本的収入　1企業債　1建設改良費等財源充当企業債

288,000千円

1資本的収入　3補助金　1国庫補助金

△288,128千円

資本的収入計　△  128      千円  

資本的支出

1資本的支出　1建設改良費　1浄水場改良費

196千円

1資本的支出　1建設改良費　2配水設備改良費

278千円

資本的支出計　  474      千円  

　人件費、並びに、財源となる企業債及び補助金について

予算措置しようとするものです。

　なお、資本的収支不足額については、損益勘定留保資金

等で補てんします。



平成２８年１２月市議会定例会提出案件資料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　観　光　  課  

１２月補正

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

観光施設事業特別会計

 〔債務負担行為〕

史跡若松城跡ライトアップ事業

〔債務負担行為〕

　　

　　○期　間　　平成２８年度から平成２９年度まで

　　○限度額　　９，０００千円

　桜の開花時期に合わせ、桜、石垣、濠などをライトアッ

プすることにより、史跡若松城の魅力を向上させ、春の風

物詩として市民に広く親しんでもらうとともに、夜の城下

町散策の重要なポイントとして広く紹介し、観光誘客を図

るものです。

　年度当初から直ちに実施するために、本年度中に契約手

続を完了する必要があることから、債務負担行為を設定し

ようとするものです。

〈平成２８年度〉 

　　平成２９年１月 プロポーザル参加者募集公告

　　　　　　　２月 プロポーザル審査会

　　　　　　　　　 業務委託契約締結

　　　　　　　３月 受託者による着手準備

〈平成２９年度〉 　　　

　　平成２９年４月 ライトアップ実施



平成２８年１２月市議会定例会提出案件資料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　下水道課

１２月補正

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

下水道事業特別会計

　

建設改良事業

〔債務負担行為〕

　　　　　　　　　　　　　限度額　８３，０００千円

　

　早期発注による公共工事の発注時期の平準化を図るため、

債務負担行為を設定するものです。

 ○期　　間　　平成２８年度～平成２９年度

 ○事業内容　　公共下水道管埋設工事 ７７，０００千円

　　　　　　　 公共汚水ます設置工事　 ６，０００千円

　　　　　　　　　　　　　　　計　　８３，０００千円



平成２８年１２月市議会定例会提出案件資料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国保年金課

１２月補正

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

後期高齢者医療特別会計

　

（歳入）

３款　繰入金　１項　一般会計繰入金　

１目　事務費繰入金　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４，０６２千円

５款　諸収入　２項　償還金及び還付加算金　

１目　保険料還付金

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２，３５４千円

　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　計　　６，４１６千円

（歳出）

１款　総務費　１項　総務管理費　１目　一般管理費

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４，０６２千円

３款　諸支出金　１項　償還金及び還付加算金

１目　保険料還付金

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２，３５４千円

　　　　　　　　　　　　　　　　計　　６，４１６千円

　

　職員人件費の調整に要する経費について、一般会計繰入

金を、保険料還付金については、福島県後期高齢者医療広

域連合からの諸収入を財源に予算措置しようとするもので

す。


