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平成２８年２月市議会定例会提出案件資料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　こども家庭課

当初

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

児童虐待防止対策事業費

（要保護児童対策地域協議

会専門員）

３　民生費　２　児童福祉費　１　児童福祉総務費

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２，７０７千円

　児童虐待防止体制強化のために、要保護児童対策地域協

議会の機能強化を図るため、社会福祉士等の資格や知識を

有する専門職員を配置するための経費等について、予算措

置しようとするものです。

〔経費内訳〕

　事務費等　　　　　　　　　　　　　　　５３６千円

　報酬　　　　　　　　　　　　　　　２，１６０千円

　非常勤職員健診等委託料　　　　　　　　　１１千円



平成２８年２月市議会定例会提出案件資料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　こども家庭課

当初

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

ファミリー・サポート・セ

ンター事業費

（ ひとり親家庭等ファミ

リー・サポート・センター

利用料補助金 ）

　

３　民生費　２　児童福祉費　１　児童福祉総務費

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４５０千円

　ひとり親家庭等の低所得者を対象に、ファミリー・サポ

ート・センター利用料の一部について助成を行うことによ

り、保護者の仕事と育児の両立を支援し、経済的負担軽減

を図るための補助金について、予算措置しようとするもの

です。

〔経費内訳〕

　補助金　　　　　　　　　　　　　　　　４５０千円



平成２８年２月市議会定例会提出案件資料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　こども家庭課

当初

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

ブックスタート事業費

　
３ 民生費　２ 児童福祉費　１ 児童福祉総務費

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１，５８３千円

　国際的ふるさと会津創生基金を活用し、児童の健全育成

及び子育て世帯の経済的負担の軽減を図るため、乳児の保

護者への絵本配付に要する経費について、予算措置しよう

とするものです。

〔経費内訳〕

　事務費等　　　　　　　　　　　　　　　１５２千円

　絵本等購入費　　　　　　　　　　　１，４３１千円

　



平成２８年２月市議会定例会提出案件資料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　こども家庭課

当初

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

ひとり親家庭自立支援事業

費（旧母子家庭等自立支援

給付金事業費）

３　民生費　２　児童福祉費　１　児童福祉総務費

　　　　　　　　　　　　　　　　　　１１，１９２千円

　　　　　　　　　　　　　　　　

　ひとり親家庭の親が、収入の安定や生活の向上を図るた

め、就職に有利な資格等を取得することを支援する給付金

について、新たな支援の追加や内容を拡充し、支援を充実

させるための経費について、予算措置しようとするもので

す。

　また、母子家庭等高等職業訓練促進給付金の支給額を決

定するにあたり、婚姻歴のないひとり親世帯に税法上の寡

婦（夫）控除が適用されていないことにより、格差が発生

する場合があることから、国が制度改正を行うまでの間、

市独自で寡婦（夫）控除のみなし適用を行うための経費に

ついても、予算措置しようとするものです。　　

　○高等学校卒業程度認定試験合格支援給付金（新規）

　○母子家庭等高等職業訓練促進給付金（拡充）

　　　支給期間を最長２年から３年に延長するとともに、

　　　該当者に寡婦（夫）控除のみなし適用を行う。　　

　○自立支援教育訓練給付金（拡充）

　　　支給限度額を１０万円から２０万円に増額。

〔経費内訳〕

　補助金　　　　　　　　　　　　　１１，１９２千円



平成２８年２月市議会定例会提出案件資料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　こども保育  課  

当初

　　　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

　　　　　　　　　　        　３，１５６，１７９千円

　子ども・子育て支援法に基づき、支給認定を受けた児童

の教育・保育を実施する特定教育・保育施設及び特定地域

型保育事業者に対して支給する経費等について、予算措置

しようとするものです。

〔経費内訳〕

　保育所運営委託料　       　１，８８７，５１７千円

　扶助費　　　　　　　       １，２６８，６６２千円



平成２８年２月市議会定例会提出案件資料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　障がい者支援  課  

当初

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

障がい者総合支援給付費 ３ 民生費　１　社会福祉費　２　障がい者福祉費

    　　　　　　　　　　　　　１，８２８，２５９千円

　障害者総合支援法における自立支援給付費に要する経費

について、予算措置しようとするものです。

〔経費内訳〕

　事務費等　　　　　　　　  　　　　３，３２４千円

　扶助費　　　　　　　  　　１，８２４，９３５千円　



平成２８年２月市議会定例会提出案件資料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　障がい者支援  課  

当初

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

地域生活支援事業費

（地域生活支援コーディ　

　ネーター事業委託料）

　

３　民生費　１　社会福祉費　２　障がい者福祉費

    　　　　　　　　　　　　　　　　　５，３００千円

　障がいのある方の親元からの自立や、親亡き後の生活の

ため、グループホーム等各種サービス利用の支援及びグ

ループホーム体験利用や、緊急時の短期入所利用の調整を

行うコーディネーターに要する経費について、予算措置し

ようとするものです。

〔経費内訳〕

　委託料　　　　　　　　　　　　　　５，３００千円



平成２８年２月市議会定例会提出案件資料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　地域福祉課

当初

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

生活保護法に基づく各種扶

助費等

３　民生費　３　生活保護費　２　扶助費

  　　　　　　　　　　　　　　２，８９４，０２３千円

　生活保護法に基づく各種扶助に要する経費について、予

算措置しようとするものです。

〔経費内訳〕

　扶助費　　　　　　　　　　２，８９４，０２３千円



平成２８年２月市議会定例会提出案件資料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　地  域福祉  課  

当初

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

臨時福祉給付金及び年金生

活者等支援臨時福祉給付金

給付事業費

３　民生費　１　社会福祉費　１　社会福祉総務費

　　　　　　　　　　　　　　　　　１８０，５３８千円

　消費税率引上げ（５→８％）による影響を緩和するため

の、低所得者に対する臨時福祉給付金の実施を継続すると

ともに、「一億総活躍社会」の実現に向け、賃金引上げの

恩恵が及びにくい、低所得の障害・遺族基礎年金受給者に

対する年金生活者等支援臨時福祉給付金の支給を、国が決

定し、実施主体を市町村としたことから、必要な経費等に

ついて、予算措置しようとするものです。

〔経費内訳〕

　事務費等　　　　　　　　　　　　２４，９６９千円

　　　（平成２６年度国庫補助金返還金５０千円を含む）

　コールセンター業務等委託料　　　２３，５０３千円

　システム改修等委託料　　　　　　　５，９０８千円

　点訳業務委託料　　　　　　　　　　　　　　９千円

　チラシ配布委託料　　　　　　　　　　　１４９千円

　臨時福祉給付金　　　　　　　　　７５，０００千円  

  年金生活者等支援臨時福祉給付金　５１，０００千円

　＜参考＞

　◎臨時福祉給付金

　　○支給対象者…平成２８年度分の住民税が非課税の者

　　○支給額………支給対象者一人につき３千円

　◎年金生活者等支援臨時福祉給付金

　　○支給対象者…平成２８年度の臨時福祉給付金の対象

　　　　　　　　　者のうち、障害基礎年金または遺族基

　　　　　　　　　礎年金を受給している者

　　○支給額………支給対象者一人につき３万円　　　　

                  ※臨時福祉給付金と併せて支給する。



平成２８年２月市議会定例会提出案件資料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　健康増進課

当初

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

健康増進事業費

（健康情報活用推進事業

　実行委員会負担金）

　

　

４　衛生費　１　保健衛生費　２　予防費

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３００千円

　市民による主体的な健康の維持・増進の促進を図るため、

市民に身近な薬局が、健康情報の拠点として、医療機関等

との連携のもと、地域住民への服薬指導や健康相談、医療

機関の受診勧奨や紹介などの取組を積極的に推進していく

ための経費について、予算措置しようとするものです。

〔経費内訳〕

　健康情報活用推進事業実行委員会負担金　３００千円



平成２８年２月市議会定例会提出案件資料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　健康増進課

当初

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

健康増進事業費

（准看護師養成所施設整備

　補助金）

　

４　衛生費　１　保健衛生費　２　予防費

　　　　　　　　　　　　　　　　　　１０，０００千円

　本市における医療提供体制の確保と保健衛生事業の推進

を図るため、公益社団法人会津若松医師会が行う会津准看

護高等専修学校の移転整備事業を支援するための補助金に

ついて、予算措置しようとするものです。

〔経費内訳〕

　准看護師養成所施設整備補助金　　１０，０００千円



平成２８年２月市議会定例会提出案件資料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　教育総務課

当初

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

（仮称）河東学園中学校校

舎等建設事業費

（２８～２９年度継続）

　

１０　教育費　３　中学校費　３　学校建築費

　　　　　　　　　　　　　　　　　９６８，１９１千円

　施設の老朽化解消を図るとともに、必要な耐震性を確保

し、生徒が安全で安心して学校生活を送ることができる教

育環境を整備するため、新校舎及び屋内運動場の建設等に

要する経費について、予算措置しようとするものです。

〔経費内訳〕

  事務費等　　　　　　　　　　　　　２，１９１千円

  工事費　　　　　　　　　　　　９６６，０００千円



平成２８年２月市議会定例会提出案件資料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　教育総務課

当初

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

学校施設耐震化事業費

（小学校費）

（中学校費）　

１０ 教育費　２　小学校費　１　学校管理費

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　９，１８７千円

１０ 教育費　３　中学校費　１　学校管理費

　　　　　　　　　　　　　　　　　　１３，０５０千円

　児童生徒が安全・安心な学校生活を送るため、学校施設

の耐震性の確保は不可欠であることから、耐震補強基本計

画及び実施設計策定に要する経費について、予算措置しよ

うとするものです。

〔経費内訳〕

　○小学校費

　　委託料

　　（耐震補強基本計画策定業務）

　　　・神指小学校校舎東棟　　　　　３，７５７千円

　　（耐震補強工事実施設計業務）

　　　・一箕小学校校舎北棟　　　　　５，４３０千円

　

　○中学校費

　　委託料

　　（耐震補強基本計画策定業務）

　　　・一箕中学校校舎南・西・北棟　７，７００千円

　　（耐震補強工事実施設計業務）

　　　・第五中学校校舎西棟　　　　　５，３５０千円　



平成28年２月市議会定例会提出案件資料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　教育総務課

当初

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

鶴城小学校改築事業費

　
１０　教育費　２　小学校費　３　学校建築費

　　　　　　　　　　　　　　　　　１１１，６３０千円

　鶴城小学校のグラウンド整備工事に要する経費について、

予算措置しようとするものです。

〔経費内訳〕

　工事費　　　　　　　　　　　　１１１，６３０千円

　（予定工期：平成２８年５月中旬～１２月末）

　　



平成２８年２月市議会定例会提出案件資料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　学校教育課

当初

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

鶴城小学校プール改築事業

費

（２７～２８年度継続）

１０　教育費　２　小学校費　３　学校建築費

　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　８２，１２８千円

　鶴城小学校のプール改築に要する経費について、予算措

置しようとするものです。

〔経費内訳〕

　工事費　　　　　　　　　　　　　８２，１２８千円

　※平成２７年度・２８年度の継続事業（継続費）

〔事業計画及び年割額〕

　　平成２７年度（新プール着工）　５４，７５２千円

　　平成２８年度（新プール竣工）  ８２，１２８千円　



平成２８年２月市議会定例会提出案件資料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　学校教育課

当初

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

あいづっこ人材育成プロ

ジェクト事業費　

１０　教育費　１　教育総務費　３　指導研究費

　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　１６，７０４千円

　本市の未来を担う人材を育成するため、子どもたちへの

本物に学ぶ機会の提供や、ゆかりの地への派遣等の事業に要

する経費等について、予算措置しようとするものです。

〔経費内訳〕

　あいづっこ人材育成プロジェクト実行委員会負担金　　

　　　　　　　　　　　 　　　　　　１６，７０４千円　

　　

　　　　



平成２８年２月市議会定例会提出案件資料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　学校教育課

当初

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

あいづっこ学力向上推進事

業費　

１０　教育費　１　教育総務費　３　指導研究費

　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２，６３３千円

　確かな「学力」を身に付け、バランスのとれた「あい

づっこ」の育成に向け、中長期的なプログラムの構築によ

る新たな視点での「あいづっこ学力向上推進事業」に取り

組みます。

　平成２８年度については、次年度からの実施に向けた準

備・検討期間として、導入に向けた検討及び先行型モデル

事業に要する経費等について、予算措置しようとするもの

です。

〔経費内訳〕

　事務費等　　　 　　　　　　　 　　１，６３３千円

  学力向上チャレンジ補助金　　 　 　１，０００千円

　　



平成２８年２月市議会定例会提出案件資料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　スポーツ推進課

当初

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

復興シンボル・スポーツイ

ベント支援事業費

（鶴ヶ城ハーフマラソン大

会実行委員会特別負担金）

１０　教育費　６　保健体育費　1　保健体育総務費

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７，５００千円

　本市の魅力・安全・元気を全国に発信するために、本大

会を復興シンボルイベントとして位置付け、地元農産物の

提供など、おもてなしの充実を通して風評の払拭を図ると

ともに、大会運営の質を向上させ、さらに魅力ある大会と

して、県内外からより多くの参加者を募るための経費につ

いて、予算措置しようとするものです。

〔経費内訳〕

　鶴ヶ城ハーフマラソン大会実行委員会特別負担金　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　７，５００千円



平成２８年２月市議会定例会提出案件資料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　スポーツ推進課

当初

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

全国高等学校総合体育大会

開催に要する経費
１０　教育費　６　保健体育費　1　保健体育総務費

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　８，１２０千円

　平成２９年度に南東北ブロック（福島県、山形県、宮城

県）で開催される全国高等学校総合体育大会に向けて、平

成２８年度に本市実行委員会を設置・組織し、準備を進め

るための経費について、予算措置しようとするものです。

〔経費内訳〕

　事務費等　　　　　　　　　　　　　６，１２０千円

　全国高等学校総合体育大会会津若松市実行委員会負担金

　　　　　　　　　　　　　　　　　　２，０００千円　



平成２８年２月市議会定例会提出案件資料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　スポーツ推進課

当初

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

２０２０東京オリンピッ

ク・パラリンピック関連事

業費

　

１０　教育費　６　保健体育費　1　保健体育総務費

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１，１７３千円

　

　２０２０東京オリンピック・パラリンピックに向け、組

織委員会によらず、本市独自にゆかりがある国や地域を対

象に、事前合宿の誘致を実現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。

〔経費内訳〕

　事務費等　　　　　　　　　　　　　１，０７３千円

　地域活性化推進首長連合負担金　　      １００千円　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　



平成２８年２月市議会定例会提出案件資料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　文　化　課

当初

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

會津風雅堂管理費

（工事費）

　

１０　教育費　５　文化費　３　文化施設費

　　　　　　　　　　　　　　　　　　４９，５７０千円

　會津風雅堂の自動火災報知設備及び舞台照明設備の改修

に要する経費について、予算措置しようとするものです。

〔経費内訳〕　　

　工事費　　　　　　　　　　　　　４９，５７０千円



平成２８年２月市議会定例会提出案件資料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　文　化　課

当初

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

過年災害復旧事業費

（２８～２９年度継続）

１１ 災害復旧費　１　文教施設災害復旧費　　　　　　　

１　文化施設災害復旧費

　　　　　　　　　　　　　　　　　　１３，６２９千円

　御薬園内の「御茶屋御殿」のうち、南側の江戸期に建設

された建物について、東日本大震災による損傷部分の復旧

工事及び経年劣化による破損の修復工事に要する経費につ

いて、予算措置しようとするものです。

〔経費内訳〕

　事務費等　　  　　　　　　　　　　　　４９４千円　

　工事費　　  　　　　　　　　　　１３，１３５千円　

　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　



平成２８年２月市議会定例会提出案件資料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　観　光　課

当初

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

観光振興事業費

（会津若松観光ビューロー

　補助金）

　

７　商工費　１　商工費　３　観光費

　　　　　　　　　　　　　　　　　　３５，３７６千円

　本市の観光、物産を推進するうえで大きな役割を担う会

津若松観光ビューローへの補助金について、予算措置しよ

うとするものです。

〔経費内訳〕

　会津若松観光ビューロー補助金　 　３５，３７６千円

〔主な事業内容〕

　・観光ＰＲ活動事業

　　　観光パンフレットの作成、ＨＰ情報発信など

　・物産推進事業

　　　各種物産展への出展など

　・観光案内所事業

　・ボランティアガイド運営事業

　・手ぶらでまちなか観光事業

　・市内交通渋滞策事業

　



平成２８年２月市議会定例会提出案件資料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　観　光　課

当初

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

観光振興事業費

（会津まつり協会負担金）

　

７　商工費　１　商工費　３　観光費

　　　　　　　　　　　　　　　　　　７１，９６２千円

　本市のまつりの活性化を推進するうえで、大きな役割を

担う会津まつり協会への負担金について、予算措置しよう

とするものです。

〔経費内訳〕

　　会津まつり協会負担金　　　　　７１，９６２千円

〔主な事業内容〕

　・会津まつり事業

　　　会津磐梯山踊り、鼓笛隊パレード、会津藩公行列等

　・親善交流推進事業

　　　北海道余市町等を予定

　・大戸岳山開き事業

　・歳の神事業

　・まつり地域支援事業

　　　鶴ヶ城さくらまつり、会津絵ろうそくまつり等

　・お日市の情報発信



平成２８年２月市議会定例会提出案件資料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　観　光　課

当初

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

観光物産復興特別事業費

　

７　商工費　１　商工費　３　観光費　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　１５，１５７千円

　東日本大震災、原子力発電所事故による観光への影響を

踏まえ、観光物産復興に向けて効果的な事業を展開するた

め、会津若松観光ビューローへの特別補助金について、予

算措置しようとするものです。

〔経費内訳〕

　会津若松観光ビューロー特別補助金　

　　　　　　　　　　　　　　　　　１５，１５７千円

〔主な事業内容〕

　○教育旅行対策

　　・重点キャラバンの実施等

　○インバウンド対策

　　・多言語パンフレット作成等

　○コンベンション対策

　　・コンベンション誘致補助、エクスカーション補助等

　○旅行エージェント対策

　　・冬期旅行エージェント助成金

　　



平成２８年２月市議会定例会提出案件資料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　観　光　課

当初

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

鶴ヶ城さくらまつり大茶会

事業費

　

７　商工費　１　商工費　３　観光費

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２，０２０千円

　春季の観光誘客と、まちなかにおける賑わいの創出を目

的とする鶴ヶ城さくらまつり大茶会を開催するため、実施

主体となる会津まつり協会への負担金について、予算措置

しようとするものです。

〔経費内訳〕

　会津まつり協会特別負担金           ２，０２０千円

〔事業内容〕

　・大茶会　茶道６流派による呈茶

　・子ども茶道歴史講座

　・着物着付け体験

 



平成２８年２月市議会定例会提出案件資料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　観　光　課 

当初

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

温泉地域活性化推進事業補

助金

（震災復興特別分）

　

７　商工費　１　商工費　３　観光費

　　　　　　　　　　　　　　　　　　１０，０００千円

　東日本大震災及び原子力発電所事故による影響を踏ま

え、本市の観光において欠かすことのできない重要な役割

を担っている温泉地域の復興に向け、温泉街自らが積極的

に取り組む事業を支援するため、震災復興特別分の補助金

について、予算措置しようとするものです。

〔経費内訳〕

　温泉地域活性化推進事業補助金（震災復興特別分）　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　１０，０００千円

〔主な事業内容〕

　東山温泉

　・外国人観光客を対象とした案内アプリの導入等

　芦ノ牧温泉

　・オンライン旅行エージェント等を利用した誘客宣伝事

　　業等

　両温泉共同事業

　・合同商談会開催

　・共通湯めぐり手形発行等



平成２８年２月市議会定例会提出案件資料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　観　光　課

当初

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

湊四浜環境整備事業費

（崎川浜浄化槽膜交換工

　事）

７　商工費　１　商工費　３　観光費

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　９，５０３千円

　崎川浜公衆トイレ浄化槽の膜ユニットが経年劣化してお

り、浄化槽の正常使用のため、浄化槽膜交換工事に要する

経費について、予算措置しようとするものです。

〔経費内訳〕

　工事費　　　　　　　　　　　　 　　９,５０３千円



平成２８年２月市議会定例会提出案件資料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　観　光　課

当初

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

国際観光推進事業費

　

７　商工費　１　商工費　３　観光費

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５，９６０千円

　外国人観光客の誘客を図るため、トップセールスを始め

とした海外へのプロモーション、及び多言語ＤＶＤの作成

に要する経費等について、予算措置しようとするものです。

〔経費内訳〕

  事務費等　　　　　　　　　　　　　１，４６０千円

  多言語観光プロモーションＤＶＤ作成等業務委託料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　３，０００千円

  台湾誘客促進事業委託料　　　　　　１，５００千円

 



平成２８年２月市議会定例会提出案件資料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　商　工　課

当初

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

会津ブランド推進事業費

（会津ブランドものづくり

　フェア実行委員会負担　

　金）

７　商工費　１　商工費　２　商工業振興費

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７，４００千円

　会津地域の伝統文化の魅力発信と地場産品の利用拡大を

目的として開催してきたところでありますが、平成２８年

度より市中心部に会場を移し、イベント期間の拡大や「あ

いづまちなかアートプロジェクト」等関連イベントとの連

携を強化し、これまで以上の集客や販売に資するイベント

として開催するための必要経費を「会津ブランドものづく

りフェア実行委員会負担金」として、予算措置しようとす

るものです。

 

〔経費内訳〕

　会津ブランドものづくりフェア実行委員会負担金

　　　　　　　　　　　　　　　　　　７，４００千円

〔実行委員会構成団体〕

　・会津若松市

　・会津若松商工会議所

　・各伝統工芸産地組合（会津塗、本郷焼、編組細工）

　・各伝統工芸産地自治体

　・会津若松観光ビューロー

　・会津若松酒造協同組合

　・あいづ農業協同組合

　・会津若松菓子工業組合

　・会津若松地方森林組合

　



平成２８年２月市議会定例会提出案件資料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　商　工  　課  

当初

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

地場産業振興事業費

（会津漆器販路拡大事業実

　行委員会負担金）

７　商工費　１　商工費　２　商工業振興費

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３，４２８千円

　会津漆器の販路開拓に資するため、テーブルウェア・フェ

スティバル並びにインテリア・ライフスタイルへの出展及び

事前の商品開発、勉強会開催等に要する経費を、会津漆器販

路拡大事業実行委員会に対する負担金として、予算措置しよ

うとするものです。

〔経費内訳〕

　会津漆器販路拡大事業実行委員会負担金

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３，４２８千円

〔実行委員会構成団体〕

　・会津若松市

　・会津漆器協同組合

　・福島県ハイテクプラザ会津若松技術支援センター



平成２８年２月市議会定例会提出案件資料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　商　工　課

当初

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

桜咲く会津プロジェクト推

進事業費

　

７　商工費　１　商工費　２　商工業振興費

　　　　　　　　　　　　　　　　　　１０，６０８千円

　東日本大震災後の風評払拭及び地場産品等の販路開拓に

資するため、イオン株式会社との「地域貢献協定」（平成

２６年締結）を活かして実施する国内外での物産展や商品

開発担当者との商談会、各種研究会等の開催に要する経費

を、桜咲く会津プロジェクト実行委員会に対する負担金と

して、予算措置しようとするものです。

〔経費内訳〕

　桜咲く会津プロジェクト実行委員会負担金

　　　　　　　　　　　　　　　　　１０，６０８千円

〔実行委員会構成団体〕

・会津若松市（観光課、商工課、農政課）

・会津若松商工会議所

・あいづ商工会

・会津若松観光ビューロー

・あいづ農業協同組合

・極上の会津プロジェクト協議会

・会津地域経済循環推進協議会



平成２７年２月市議会定例会提出案件資料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　商　工　課

当初

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

産学官連携推進事業費  ７　商工費　１　商工費　２　商工業振興費

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１，４００千円

　地域内のベンチャー企業をはじめとするＩＴ産業の持続

的な発展を図るため、産学官連携による首都圏での技術プ

レゼン会やビジネスマッチングの実施、商品・サービスの

企画開発、人材育成等に要する経費を、会津ＩＴ産業振興

協議会に対する負担金として、予算措置しようとするもの

です。

〔経費内訳〕

　会津ＩＴ産業振興協議会負担金　　　１，４００千円　

〔協議会構成団体〕

　・会津若松市

　・会津大学

　・会津若松商工会議所

　・東北経済産業局

　・福島県産業創出課

　・福島県会津地方振興局

　・地域ベンチャー企業　



平成２８年２月市議会定例会提出案件資料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　商　工  　課  

当初

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

漆香るプロジェクト推進事

業費

　

７　商工費　１　商工費　２　商工業振興費

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　６，９４５千円

　会津漆器の新たな販路を開拓するため、ＡＮＡ総合研究

所と連携し、航空業界に向けた商品開発、販売戦略とイン

バウンド観光戦略の構築に向けて実施する各調査や勉強会、

イベント開催等に要する経費を、（仮称）漆香るプロジェ

クト実行委員会に対する負担金として、予算措置しようと

するものです。

〔経費内訳〕

　（仮称）漆香るプロジェクト実行委員会負担金

　　　　　　　　　　　　　　　　　　６，９４５千円

〔実行委員会構成団体（案）〕

　・会津若松市

　・会津漆器協同組合

　・会津若松商工会議所

　・会津若松観光ビューロー

　・極上の会津プロジェクト協議会



平成２８年２月市議会定例会予提出案件資料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　企業立地課

当初

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

ものづくり企業連携促進事

業費

　

７　商工費　１　商工費　２　商工業振興費

　４，７０９千円

　会津地域ものづくり企業の持続的な成長と地域産業の活

性化を図るため、「会津産業ネットワークフォーラム」の

活動に要する経費について、予算措置しようとするもので

す。

〔経費内訳〕

　会津産業ネットワークフォーラム負担金

　　　　　　　　　　　　　　　　　　４，７０９千円

〔事業概要〕

　・企業間交流、連携促進

　・販路開拓、拡大

　・産学官連携

　・人材育成

　・企業変革活動

　



平成２８年２月市議会定例会提出案件資料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　商　工　課

当初

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

中心市街地活性化事業費

（まちなか賑わいづくりプ

　ロジェクト事業負担金）

　

７　商工費　１　商工費　２　商工業振興費

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　６，０００千円

　まちなかの賑わい創出や交流人口の拡大により、中心市

街地の活性化を図るために実施する空間づくり（緑化）活

動や、スペースを活用した「市」の開催等にかかる経費を、

「まちなか賑わいづくりプロジェクト実行委員会」に対す

る負担金として、予算措置しようとするものです。

〔経費内訳〕

　まちなか賑わいづくりプロジェクト事業負担金　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　６，０００千円　

〔実行委員会構成団体〕

　・会津若松市

　・市内各商店街

　・㈱まちづくり会津

　・会津若松商工会議所

　・会津若松観光ビューロー

　・会津まちづくり応援隊



平成２８年２月市議会定例会提出案件資料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　商　工　課

当初

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

中心市街地活性化事業費

（まちなか景観づくり事業

　負担金）

　

　７　商工費　１　商工費　２　商工業振興費

　　　　　　　　　　　　　　　　　　１０，０００千円

　市民や観光客の回遊性や滞留性の向上による交流人口の

拡大と、地域の活性化に繋げていくために実施する市民協

働による中心市街地内の景観づくり（板塀化等）に要する

経費を、「まちなか賑わいづくりプロジェクト実行委員

会」に対する負担金として、予算措置しようとするもので

す。

〔経費内訳〕

　まちなか景観づくり事業負担金　　１０，０００千円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

〔実行委員会構成団体〕

　・会津若松市

　・市内各商店街

　・㈱まちづくり会津

　・会津若松商工会議所

　・会津若松観光ビューロー

　・会津まちづくり応援隊



平成２８年２月市議会定例会提出案件資料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　商　工　  課  

当初

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

原子力災害対応雇用支援事

業費

７　商工費　１　商工費　２　商工業振興費

７　商工費　１　商工費　３　観光費

　　　　　　　　　　　　　　　　　　７４，０２８千円

　国の緊急雇用対策の実施に伴い、関連経費について、予

算措置しようとするものです。

〔制度概要〕

　国の「緊急雇用対策」に対応して県が設置した基金を財

源とし、民間企業等に委託の上、県被災求職者に対し、短

期の雇用・就業機会を創出・提供し、併せて次の安定雇用

へ円滑につながるような人材育成を行う事業を実施するこ

とにより、生活の安定を図る。

　なお、実施する事業は、原子力災害に由来するものであ

ることが求められている。

　○事業数　　　　　　　　　　　　　　　　　３事業

　○事業費　　　　　　　　　　　　７４，０２８千円　

　※事業の詳細については別紙のとおり



原子力災害対応雇用支援事業

1 事業名 商工業振興事業費（風評対策キャラバン隊活動事業） 商工課

事業費 ７款 商工費 １項 商工費 ２目 商工業振興費 51,294 千円

2 事業名 商工課

事業費 ７款 商工費 １項 商工費 ２目 商工業振興費 9,967 千円

3 事業名 観光課

事業費 ７款 商工費 １項 商工費 ３目 観光費 12,767 千円 雇用計画：３人

原子力災害雇用支援事業　事業費計 74,028 千円 （全額県支出金）

雇用計画：11人

〔事業概要〕

　県、会津地方の市町村及び関連団体との連携を図りながら、会
津地方の風評被害を解消するために、機動力の高いキャラバン隊
を編成し、首都圏企業等との連携や様々なイベント等で会津産の
農産物や物産品を販売するほか、観光ＰＲ等を実施し、会津地方
の安全安心を発信する。

（雇用案）12ヶ月×11人　　（事業期間）４月～３月

〔経費内訳〕
　
　　・委託料　51,294千円

商業地域活性化事業費（被災者コミュニティ自立促進事業）

雇用計画：2人

〔事業概要〕

　まちなかの空き店舗等を活用し会津在住の被災者と地元住民の
コミュニティ拠点を設置し、交流事業の実施と生きがいづくりを
行うとともに、関係機関や商店街をつなぐ就業・創業支援を行う
。

（雇用案）12ヶ月×２人　　（事業期間）４月～３月

〔経費内訳〕
　
　　・委託料　　9,967千円

教育旅行誘致推進事業費 (教育旅行震災復興プロジェクト事業)

〔事業概要〕

　教育旅行復興に向けた情報収集・分析、誘致キャラバンによる
教育旅行誘致重点地域からの更なる来訪校の獲得や高等教育機関
における活動の誘致（合宿、インターンシップなど）、本市の教
育旅行適地としての魅力を高めるための体験メニューの造成等を
行う。

（雇用案）12ヶ月×３人　　　（事業期間）４月～３月

〔経費内訳〕

　　・委託料　 12,767千円
　　　



平成２８年２月市議会定例会提出案件資料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　農　政  　課  

当初

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

農業応援総合プロデュース

事業費

６　農林水産業費　１　農業費　３　農業振興費

　

　　　４７，８１３千円

　原子力発電所事故からの農業の再生に向け、本市農産物

のブランド力の回復と向上を図るため、生産から販売まで

の総合的な取組に要する経費について、予算措置しようと

するものです。

〔経費内訳〕

  安全農産物生産支援事業　　　　   ４５，７８９千円　

  農産物安全情報等発信事業　　　 　　　　  ５６千円

  農産物販路開拓・販売促進事業　 　　１，９６８千円



平成２８年２月市議会定例会提出案件資料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　農　政　課

当初

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

「会津の食」ブランド化事

業費

　

６　農林水産費　１　農業費　３　農業振興費

１７，０００千円

　地元農産物の地域内利用拡大とブランド化の推進のため、

地元食材の活用による「会津の食」の魅力向上への取組に

要する経費について、予算措置しようとするものです。

〔経費内訳〕

　あいづ食の陣実行委員会負担金　 　１７，０００千円　



平成２８年２月市議会定例会提出案件資料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　農　政　課

当初

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

戦略的農業経営確立支援事

業費

（会津米品質向上対策事業

　補助金）

　

６　農林水産費　１　農業費　３　農業振興費

３，１０８千円

　近年、会津産米の品質低下の原因となっている斑点米カ

メムシを地域全体で一斉防除し、会津産米の品質向上を図

るための補助金について、予算措置しようとするものです。

〔経費内訳〕

　会津米品質向上対策事業補助金　 　　３，１０８千円　



平成２８年２月市議会定例会提出案件資料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　農　政　課

当初

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

農山村地域経済活性化事業

費

　

６　農林水産費　１　農業費　３　農業振興費

１０，０００千円

　農産物の生産拡大・販路確保及び地域コミュニティの強

化を図るため、旧原小学校を地域経済活性化の拠点として

改修する地域団体を支援する経費について、予算措置しよ

うとするものです。

〔経費内訳〕

　湊町原地域活性化事業補助金　 　　１０，０００千円　



平成２８年２月市議会定例会提出案件資料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　農　林　課

当初

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

農村地域環境整備事業費

（会津非出資漁業協同組合

　事業支援補助金）

６　農林水産業費　１　農業費　５　農地費

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１００千円

　原子力発電所事故により生じた川魚に対する風評の払拭

や、伝統的な「やな場漁法」を後世に伝えていくため、会

津非出資漁業協同組合が実施する広報事業に要する経費に

ついて、予算措置しようとするものです。

〔経費内訳〕

　会津非出資漁業協同組合事業支援補助金 　１００千円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　



平成２８年２月市議会定例会提出案件資料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　農　政  　課  

当初

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

河東農村環境改善センター

管理運営費

（工事費）

６　農林水産業費　１　農業費　２　農業総務費

　

２８，１９０千円

　慢性的な雨漏りを解消し、施設利用者の快適な利用を確

保するため、屋根等の改修工事に要する経費について、予

算措置しようとするものです。

〔経費内訳〕

  工事費　　　　　　　　　　　　　２８，１９０千円



平成２８年２月市議会定例会提出案件資料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　農　政  　課  

当初

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

南原開発農地取得費 ６　農林水産業費　１　農業費　３　農業振興費

　

１７，３６５千円

　福島県農業振興公社から買取要請のあった南原開発農地

の未分譲地の取得に要する経費について、予算措置しよう

とするものです。

〔経費内訳〕

  公有財産購入費　　　　　　　　　 １７，３６５千円　

〔債務負担行為〕

　限度額 　　　　　　　　　　　　　５１，３６５千円　

　期　間　　   　　平成２８年度から平成３０年度まで



平成２８年２月市議会定例会提出案件資料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　農　  林  　課  

当初

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

土地改良事業費 ６　農林水産業費　１　農業費　５　農地費

　　　　　　　　　　　　　　　　　　９１，０８８千円

　　

　農業生産の基盤となる水と土地を確保するため、土地改

良事業により用排水施設や土地等の整備を行うものです。

　これに伴い土地改良法等に基づく事業費の一部負担等に

ついて、予算措置するものです。

　〔負担金等内訳〕　　　　　　　　　　　　　　　　　（千円）

事　　業　　名 事業費

① 小谷地区県営経営体育成基盤整備事業負担金 5,625

② 経沢地区県営経営体育成基盤整備事業負担金 7,500

③ 東長原地区県営経営体育成基盤整備事業負担金 1,838

④ 門田第４地区県営農業競争力強化基盤整備事業負担金 32,106

⑤ 槻ノ木地区県営経営体育成基盤整備事業負担金 10,500

⑥ 鶴沼三堰地区県営農業用河川工作物応急対策事業負担金 3,000

⑦ 吉ヶ平地区県営かんがい排水事業負担金 3,750

⑧ 鶴沼川防災ダム管理負担金 3,631

⑨ 農村地域防災減災事業補助金 7,809

⑩ 土地改良施設維持管理適正化事業補助金 388

⑪ 団体営水利施設整備事業補助金 627

⑫ 農業基盤整備促進事業補助金 2,030

⑬ 経営体育成促進換地等調整事業補助金 713

⑭ 堤沢地区水路工事費 8,000

⑮ その他の負担金及び事務費等 3,571

計 91,088



平成２８年２月市議会定例会提出案件資料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　農　林　課

当初

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

里山整備生活安全対策事業

費

　

６　農林水産業費　２　林業費　２　林業振興費

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２，４７０千円

　電気柵購入補助制度による設備の普及、並びに木材チッ

パーを活用した里山整備と木質チップの利活用により、鳥

獣による農作物被害防止に要する経費等について、予算措

置しようとするものです。

〔経費内訳〕

　事務費等　　　　　　　　　　　　　１，４７０千円

　電気柵購入補助金　　　　　　　　　１，０００千円



平成２８年２月市議会定例会提出案件資料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　農　林　課

当初

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

広葉樹林再生事業費

　

６　農林水産業費　２　林業費　２　林業振興費

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　９，０７２千円

　将来的なきのこ原木の安定供給に向けて、広葉樹林整備

に要する経費等について、予算措置しようとするものです。

〔経費内訳〕

　広葉樹林伐採・搬出等経費、萌芽枝等の放射性物質濃度

　調査経費　　　　　　　　　　　　　９，０７２千円　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　



平成２８年２月市議会定例会提出案件資料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　危機管理課

当初

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

防犯灯設置等事業費

　
２　総務費　１　総務管理費　１４　諸費

　　　　　　　　　　　　　　　　　　１９，６８７千円

　夜間における地域の防犯や通行の安全を図るため、防犯

灯を設置又は維持管理する町内会への補助金及び公設防犯

灯の設置に要する経費等について、予算措置しようとする

ものです。

〔経費内訳〕

　事務費等　　　　　　　　　　　　　　１，４０７千円

　工事費　　　　　　　　　　　　　　　　　３８０千円

　防犯灯補助金　　　　　　　　　　　１７，９００千円



平成２８年２月市議会定例会提出案件資料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　危機管理課

当初

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

防災訓練経費

　

９　消防費　１　消防費　５　防災諸費

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４，１０１千円

　

　県の総合防災訓練として、毎年、県内各市の持ち回りで

実施されており、平成２８年度は会津若松市が会場となる

ことから、実施に伴う経費等について、予算措置をしよう

とするものです。　

　　

〔経費内訳〕

　事務費等　　　　　　　　　　　　　１，１３７千円

　警備等委託料　　　　　　　　　　　　　１２５千円

　資機材設置等業務委託料　　　　　　２，８３９千円　

　



平成２８年２月市議会定例会提出案件資料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　危機管理課

当初

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

消防施設整備費 ９　消防費　１　消防費　３　消防施設費

　　　　　　　　　　　　　　　　　　８２，５３４千円

　消防屯所建築工事、消防ポンプ自動車及び消防水利等の

整備に要する経費について、予算措置しようとするもので

す。

〔経費内訳〕

　事務費等　　　　　　　　　　　　　１，４０４千円

　工事費　　　　　　　　　　　　　４５，１２０千円

　消防ポンプ自動車等購入費　　　　２３，７４９千円

　消火栓新設等負担金　　　　　　　１２，２６１千円



平成２８年２月市議会定例会提出案件資料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　情報政策課

当初

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

オープンデータ活用実証事

業費

　

２　総務費　１　総務管理費　３　情報管理費

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　８,６１８千円

　オープンデータ利活用基盤「DATA for CITIZEN」を活用

し、市と市民、民間企業、会津大学の相互連携を促進する

ため、地域のオープンデータや便利なアプリケーションの

拡充に要する経費等について、予算措置しようとするもの

です。

〔経費内訳〕

　事務費等　　　　　　　　　　　　　　１,２５４千円　

　機器保守等委託料　　　　　　　　　　７,３６４千円



平成２８年２月市議会定例会提出案件資料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　花と緑の課

当初

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

公園施設長寿命化事業費

（鶴ヶ城体育館照明ＬＥＤ

　化実施設計業務委託）

　

８　土木費　４　都市計画費　４　公園費

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２，１００千円

　鶴ヶ城体育館利用者の安全と利便性の向上を図るため、

照明のＬＥＤ化へ向けた実施設計業務委託に要する経費に

ついて、予算措置しようとするものです。

〔経費内訳〕

　委託料　　　　　　　　　　　　　　２，１００千円



平成２８年２月市議会定例会提出案件資料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　花と緑の課

当初

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

公園施設長寿命化事業費

（廊下橋実施設計業務委　

　託）

　

８　土木費　４　都市計画費　４　公園費

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７，６００千円

　鶴ヶ城公園内の廊下橋について、経年劣化が激しく危険

性が高くなっていることから、来場者の安全確保のための

改修へ向けた実施設計業務委託に要する経費について、予

算措置しようとするものです。

〔経費内訳〕

　委託料　　　　　　　　　　　　　　７，６００千円



平成２８年２月市議会定例会提出案件資料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　都市計画課

当初

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

建築確認に要する経費

（大規模建築物耐震補強

　設計支援事業補助金）

　

８ 土木費　１ 土木管理費　２ 建築指導費

　　　　　　　　　　　　　　　　　１２４，２９４千円

　改正耐震改修促進法の施行により、耐震診断が義務化さ

れた不特定多数の者が利用する大規模な建築物のうち、耐

震診断の結果、耐震基準を満たしていない建築物について、

地震に対する建築物の安全性向上を図るため、耐震改修を

行うための補強設計費への補助に要する経費について、予

算措置しようとするものです。

〔経費内訳〕

　大規模建築物耐震補強設計支援事業補助金

　　　　　　　　　　　　　　　　１２４，２９４千円　

　（耐震補強設計実施予定大規模建築物　５件）



平成２８年２月市議会定例会提出案件資料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　都市計画課

当初

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

建築確認に要する経費

（木造住宅耐震改修

　支援事業補助金）

　

８ 土木費　１ 土木管理費　２　建築指導費

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３，０００千円

　昭和５６年５月以前に旧耐震基準で建築された木造住宅

のうち、耐震診断の結果、耐震基準を満たしていない住宅

について、地震に対する住宅の安全性向上を図るため、耐

震改修工事費への補助に要する経費について、予算措置し

ようとするものです。

〔経費内訳〕

　木造住宅耐震改修支援事業補助金 　　３，０００千円　

　（耐震改修実施予定木造住宅　３件）



平成２８年２月市議会定例会提出案件資料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　道路建設課

当初

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

舗装及び改良事業費

　

８　土木費　２　道路橋りょう費　４　広域市町村圏

  　　　　　　　　　　　　　　   道路橋りょう整備事業費

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　９３，３３２千円

　市内の主要な幹線道路等において、国庫補助事業等の採択

を受け、道路整備を推進するために要する経費について、予

算措置しようとするものです。

〔経費内訳〕

　（社会資本整備総合交付金事業）

　　「市道幹Ⅰ－６号線外６路線」

　　　・事務費等　　　　　　　　　　　１，８３２千円

　　　・測量設計等委託料　　　　　　３１，０００千円

　　　・不動産鑑定等委託料　　　　　　　　７００千円

　　　・工事費　　　　　　　　　　　５９，８００千円　

　　　　　　



平成２８年２月市議会定例会提出案件資料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　道路建設課

当初

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

都市計画街路事業費 ８　土木費　４　都市計画費　３　街路事業費

　　　　　　　　　　　　　　　　　３５２，９０７千円

　市内の主要な都市計画道路において、国庫補助事業等の

採択を受け、道路整備を推進するために要する経費につい

て、予算措置しようとするものです。

〔経費内訳〕

　（社会資本整備総合交付金事業）

　　「都市計画道路藤室鍛冶屋敷線外１路線」

　　　・事務費等　　　　　　　　　　　　８６３千円

　　　・不動産鑑定等委託料　　　　　　　　４４千円

　　　・物件等調査委託料　　　　　　１，０００千円

　　　・工事費　　　　　　　　　２４２，０００千円

　　　・用地費　　　　　　　　　　　６，２００千円

　　　・補償費　　　　　　　　　１０２，８００千円



平成２８年２月市議会定例会提出案件資料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　道路維持課

当初

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

道路維持修繕事業費

（工事費）

８　土木費　２　道路橋りょう費　２　道路維持費

　　　　　　　　　　　　　　　　　１５０，９００千円

　道路の安全な通行を確保するため、道路舗装及び側溝等

の改修に要する経費について、予算措置しようとするもの

です。

〔経費内訳〕

　工事費　　　　　　　　　　　　１５０，９００千円



平成２８年２月市議会定例会提出案件資料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　道路維持  課  

当初

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

舗装補修事業費

（工事費）

８　土木費　２　道路橋りょう費　２　道路維持費

　　　　　　　　　　　　　　　　　　７３，０００千円

　道路舗装の老朽化による損傷箇所を早期に補修し、通行

の安全確保を図るための経費について、予算措置しようと

するものです。

〔経費内訳〕

　工事費　　　　　　　　　　　　　７３，０００千円



平成２８年２月市議会定例会提出案件資料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　地域づくり  課  

当初

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

地域公共交通活性化事業費

（市地域公共交通会議負担

　金）

　

２　総務費　１　総務管理費　８　企画費

　　　　　　　　　　　　　　　          ２,１５０千円

　地域公共交通網形成計画に基づく取り組みを推進するた

め、地域住民や交通事業者、関係機関・団体等が連携して

いくための協議・調整や各種施策の研究・啓発及び具体的

な路線再編にかかる地域公共交通再編実施計画策定のため

の調査に要する経費について、予算措置しようとするもの

です。

〔経費内訳〕

　市地域公共交通会議負担金 　　　　　２,１５０千円   

　　　　　

　　                         



平成２８年２月市議会定例会提出案件資料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　建　築　課

当初

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

城前団地建設事業費

（２７～２９年度継続）

　

８　土木費　５　住宅費　２　住宅建設費

　　　　　　　　　　　　　　　　　　４８，３３６千円

　城前団地建て替えの第２期となる、更新住宅２棟３０戸

及びその周辺整備に要する経費について、３ヵ年継続によ

り、予算措置しようとするものです。

〔経費内訳〕

　工事費　　　　　　　　　　　　　４８，３３６千円　

〔参考〕

　　継続費総額　　　　　　　６３４，３００千円

　　　平成２７年度　　　　　　２５３，７６４千円

　　　平成２８年度　　　　　　　４８，３３６千円

　　　平成２９年度　　　　　　３３２，２００千円



平成２８年２月市議会定例会提出案件資料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　健康増進課

当初

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

飲料水対策事業費

　

４ 衛生費　１ 保健衛生費　１ 保健衛生総務費

　　　　　　　　　　　　　　　　　１８４，２４８千円

　上水道未整備地区において、安全で安心な生活用水の安

定的な確保を図るため、市が実施する水源調査に要する経

費及び上水道未整備地区が行う給水施設や配水管設備の整

備に対する補助金等について、予算措置しようとするもの

です。

〔経費内訳〕

　給水作業業務委託料　　　　　　　　１，１８８千円

　水源調査委託料　　　　　　　　　５７，０００千円

　（水源調査６箇所）　　

　給水施設等整備費補助金　　　　１２６，０６０千円

　（給水施設整備６箇所、配水管整備７箇所）



平成２８年２月市議会定例会提出案件資料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　道路維持  課  

当初

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

溢水対策事業費

（工事費）

８　土木費　３　河川費　２　河川整備事業費

　　　　　　　　　　　　　　　　　　１８，０００千円

　市民生活の安全性を確保するため、溢水被害の軽減に必

要な水路の改修等に要する経費について、予算措置しよう

とするものです。

〔経費内訳〕

　工事費　　　　　　　　　　　　　１８，０００千円



平成２８年２月市議会定例会提出案件資料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　道路維持  課  

当初

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

除排雪対策事業費 ８　土木費　２　道路橋りょう費　２　道路維持費

　　　　　　　　　　　　　  　　　５８８，１１９千円

　冬期交通の安全確保のため、市道等の除排雪を行う経費

等について、予算措置しようとするものです。

〔経費内訳〕

　事務費等　 　　　　　　　　 　１４７，２２１千円

　除雪等業務委託料　　　　　　　４１２，０９６千円

　工事費　　　　　　　　　　　　　１０，０００千円

　除雪機械購入費　　　　　　　　　１８，８０２千円

　



平成２８年２月市議会定例会提出案件資料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　企画調整課

当初

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

総合計画策定事業費

　

２　総務費　１　総務管理費　８　企画費

　　　　　　　　　　　　　　　　　　１６，２８９千円

　平成２９年度を初年度とする第７次総合計画の策定等に

かかる経費について、予算措置しようとするものです。

　

〔経費内訳〕

　事務費等　　　　　　　　　　　　　７，１２７千円

　総合計画審議会委員報酬　　　　　　　　６３０千円　

　第７次総合計画策定支援業務委託料　３，８８８千円

　※期間　平成２７年度～平成２８年度

　　　　　（債務負担行為設定）　　　    

　会津若松駅前公共基盤調査業務委託料　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　４，６４４千円



平成２８年２月市議会定例会提出案件資料

　　　　企画調整課　　　

協働・男女参画室

当初

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

市民協働推進事業費

（行政提案型協働モデル事

　業委託料）

　

２　総務費　１　総務管理費　８　企画費

　　　　２，０００千円

　市が提示した「課題テーマ」について、市民活動団体等

と市とが協働のパートナーとなり、市民サービスの向上を

目指す協働事業の実践に要する経費について、予算措置し

ようとするものです。

〔経費内訳〕

　行政提案型協働モデル事業委託料　   ２，０００千円  



平成２８年２月市議会定例会提出案件資料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北会津支所　まちづくり推進課

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　河東支所　　まちづくり推進課

当初

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

北会津地域活性化事業費

（市民協働地域づくり委員

　会活動事業負担金）

河東地域活性化事業費

（市民協働地域づくり委員

　会活動事業負担金）

２　総務費　１　総務管理費　９　北会津支所費

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１,０００千円

２　総務費　１　総務管理費　１０　河東支所費

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１,０００千円

　市民参加によるまちづくりを支援するため、北会津・河

東地域における「地域づくり委員会」が行う、市民の声を

活かしたまちづくりの実現を図るための実証・実践的な取

組に係る経費について、予算措置しようとするものです。

〔経費内訳〕

　市民協働地域づくり委員会活動事業負担金（北会津）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１,０００千円

　市民協働地域づくり委員会活動事業負担金（河東）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１,０００千円



平成２８年２月市議会定例会提出案件資料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　環境生活課

当初

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

町内会等関係費

（区長会事業補助金）

　

２　総務費　１　総務管理費　１４　諸費

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５，７９６千円

　

　市民の福祉の増進と市政との円滑な協力関係を推進し、

各種事業等を通して市の発展に貢献している区長会事業に

対して経費の一部を補助しているものであり、今回、新た

に地域コミュニティ活性化に向けた市区長会と、地区区長

会の連携強化に要する経費を加え、市区長会を支援するた

めに必要な経費について、予算措置しようとするものです。

〔経費内訳〕

　区長会事業補助金　　　　　　　　　５，７９６千円



平成２８年２月市議会定例会提出案件資料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　企画調整課

当初

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

国際交流推進事業費

（市国際交流協会設立２０

　周年記念事業実行委員会

　負担金）

　

２　総務費　１　総務管理費　８　企画費

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１，５００千円

　国際的な広い視野を持った、将来の本市、日本を担う人

づくりと多文化共生社会の実現に向け、会津若松市国際交

流協会の設立２０周年記念事業の実施に対する負担金につ

いて、予算措置しようとするものです。

〔経費内訳〕

　国際交流協会設立２０周年記念事業実行委員会負担金　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　１，５００千円



平成２８年２月市議会定例会提出案件資料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　総　務　課

当初

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

姉妹都市・親善友好都市経

費

　

２　総務費　１　総務管理費　１　一般管理費

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１，０７９千円

　２年毎に相互訪問を行っている姉妹都市むつ市からの訪

問団受入れ、友好都市提携１０周年記念で本市が訪問した

答礼として横須賀市が予定している本市への市民訪問団受

入れ、並びに、会津まつりへの交流都市招待等に要する経

費について、予算措置しようとするものです。

〔経費内訳〕

　事務費等　　　　　　　　　　　　　１，０７９千円



平成２８年２月市議会定例会提出案件資料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　企画調整課

当初

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

未来人財育成事業費

　

　

２　総務費　１　総務管理費　８　企画費
　

　　　　　　　　　　　　　　　　　 １２，０００千円

　地域活力の再生に向け、地域経済の活性化や次代を担う

人材育成を図るため、「未来人財育成塾」の開講等に要す

る経費について、予算措置しようとするものです。

〔経費内訳〕

　新生日本・再生故郷実行委員会負担金　

　　　　　　　　　　　　　　　　　１２，０００千円



平成２８年２月市議会定例会提出案件資料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　総　務　課

当初

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

ふるさと寄附金等に要する

経費

　

２　総務費　１　総務管理費　１　一般管理費

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３，９９０千円

　寄附の一層の促進を図るため、返礼品の発送、寄附金の

納付利便性の向上等、ふるさと寄附金等に要する経費につ

いて、予算措置しようとするものです。

〔経費内訳〕

　事務費等　　　　　　　　　　　　　　　７５０千円

　返礼品発送業務委託料　　　　　　　３，２４０千円

　



平成２８年２月市議会定例会提出案件資料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　人　事　課

当初

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

職員人件費

（一般会計）

　

第１款（議会費）から第１０款（教育費）まで

　　　　　　　　　　　　　計　７，４８３，３４４千円

　

　平成２８年１月１日現在に在職する職員をもとに平成

２８年度に見込まれる人件費を予算措置しようとするもの

です。

〔経費内訳〕

　１　特別職　４名分

　（市長、副市長、常勤監査委員、教育長）

　　第２節　給料　　　　　　 ３５，１８４千円

　　第３節　職員手当等　　 　１１，２６４千円

　　第４節　共済費　　　　  　 ８，０４７千円

　　　

　　　　　　　　合　計　 　  ５４，４９５千円 …（A）

　２　一般職　８９９名分

　　第２節　給料　　　３，５３７，６８４千円

　　第３節　職員手当等２，８３６，２４６千円

　　第４節　共済費　　１，０５４，９１９千円

　　　

　　　　　　  合　計　７，４２８，８４９千円 …（B）

　　（A）＋（B）　＝　７，４８３，３４４千円



平成２８年２月市議会定例会提出案件資料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　市　民　課

当初

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

斎場運営費

（（仮称）葬送支援補助　

　金）

４　衛生費　１　保健衛生費　４　環境衛生費

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１，３５０千円

　斎場運営費のうち、会津若松市斎場において火葬業務に

関連して提供している附帯業務（祭壇、棺・骨箱、霊柩車

の使用）について、民間葬祭事業者における同様のサービ

ス提供の状況を踏まえ、当該附帯業務を終了することとし

たことに伴い、経済的に困っている方に対する必要最小限

の支援策として、葬送に係る費用の一部を補助する制度に

要する経費について、予算措置しようとするものです。

　

〔経費内訳〕　　

　（仮称）葬送支援補助金　　　　　　 １，３５０千円



平成２８年２月市議会定例会提出案件資料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　市　民　課

当初

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

住居表示整備費

（住居表示整備業務委託

　料）

２　総務費　３　戸籍住民基本台帳費　２　住居表示費

　　　　　　　　　　　　　　　　　　１３，７８３千円

　第２４次住居表示整備事業の実施に当たり、住所変更に

伴う電算システムのデータ改修及び住居表示台帳等の作成

に要する経費等について、予算措置しようとするものです。

〔経費内訳〕

　住居表示整備業務委託料　　　　　１３，７８３千円

〔内訳〕

　　・住居表示実施に伴う住民情報等基幹システム

　　　データ修正業務委託料　　　　４，２４６千円

　　・住民基本台帳ネットワークシステム住居表示対応

　　　業務委託料　　　　　　　　　　　７２４千円

　　・住居表示台帳等作成及び住居表示新地番・新住所

　　　デジタル化業務委託料　　　　８，８１３千円

〔参考〕

　　・実施予定日　平成２８年８月８日



平成２８年２月市議会定例会提出案件資料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国保年金課

当初

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

国民健康保険特別会計

　

歳入歳出予算総額　　　　　　１４，４８１，２１１千円

　本年度の予算は、医療費に係る保険給付費をはじめ、後

期高齢者支援金、共同事業拠出金等に要する経費が主なる

ものであり、国民健康保険税、国庫支出金、前期高齢者交

付金、共同事業交付金等を財源として措置しようとするも

のです。

（歳入）

　　国民健康保険税　　　　　２，５４１，４４４千円

　　国庫支出金　　　　　　　３，５５１，１８９千円

　　県支出金　　　　　　　　　　７９８，７３８千円

　　前期高齢者交付金　　　　２，７７３，０６６千円

　　共同事業交付金　　　　　３，１８７，９４９千円

　　繰入金　　　　　　　　　１，０７９，８４９千円

　　その他　　　　　　　　　　　５４８，９７６千円

　　　　合　計　　　　　　１４，４８１，２１１千円

（歳出）

　　総務費　　　　　　　　　　　３３９，２３２千円

　　保険給付費　　　　　　　８，３８９，０１０千円

　　後期高齢者支援金等　　　１，５８２，６３８千円

　　介護納付金　　　　　　　　　６９３，９９１千円

　　共同事業拠出金　　　　　３，３０６，１８７千円

　　保健事業費　　　　　　　　　１３０，２２６千円

　　その他　　　　　　　　　　　　３９，９２７千円

　　　　合　計　　　　　　１４，４８１，２１１千円



平成２８年２月市議会定例会提出案件資料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　健康増進課

当初

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

湊町簡易水道事業特別会計

　

歳入歳出予算総額　　　　　　　　　　１０，９６８千円

　本年度の予算は、導水管布設替工事、簡易水道の維持管

理、地方公営企業法適用事業に要する経費が主なるもので

あり、一般会計繰入金、使用料及び手数料、市債等を財源

として措置しようとするものです。

（歳入）

　　水道加入金 　                           １千円

　　水道料金　　　　　　　　　　　　１，５０２千円　

　　水道手数料　　　　　　　　　　　　　　　１千円

　　督促手数料　　　　　　　　　　　　　　　１千円

　　一般会計繰入金　　　　　　　　　７，３３７千円

　　繰越金　　　　　　　　　　　　　　　９２５千円

　　雑入　　　　　　　　　　　　　　　　　　１千円

　　市債 　　　　　　       　 　   １，２００千円

　　　　計　　　　　　　　　　　　１０，９６８千円

（歳出）

　　一般管理費　　　　　　　　　　　５，２３０千円

　　営繕費　　　　　　　　　　　　　５，１３８千円　

　　予備費　　　　　　　　　　　　　　　６００千円

　　　　計　　　　　　　　　　　　１０，９６８千円



平成２８年２月市議会定例会提出案件資料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　健康増進課

当初

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

西田面簡易水道事業特別会

計

　

歳入歳出予算総額  　　　　　　　　　２３，９３９千円

　本年度の予算は、導水管布設替工事、簡易水道の維持管

理、地方公営企業法適用事業に要する経費が主なるもので

あり、一般会計繰入金、諸収入、市債等を財源として措置

しようとするものです。

（歳入）

　　水道加入金 　               　          １千円

　　水道料金　　　　　　　　　　　　２，３２３千円　

　　水道手数料　　　　　　　　　　　　　　　１千円

　　督促手数料　　　　　　　　　　　　　　　１千円

　　一般会計繰入金　　　　　　　　１６，００２千円

　　繰越金　　　　　　　　　　　　　１，９１１千円

　　雑入（導水管移設補償金）　　　　２，５００千円

　　市債　　　　　　　　　　　　　　１，２００千円

　　　　計　　　　　　　　　　　　２３，９３９千円

（歳出）

　　一般管理費　　　　　　　　　　　４，１２１千円

　　営繕費　　　　　　　　　　　　１９，５１８千円　

　　予備費　　　　　　　　　　　　　　　３００  千円  

　　　　計　　　　　　　　　　　　２３，９３９千円



平成２８年２月市議会定例会提出案件資料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　観　光　課

当初

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

観光施設事業特別会計

　

歳入歳出予算総額　　　　　　　　　２１９，２７２千円

　本年度の予算は、天守閣干飯櫓北側壁面改修工事、若松

城天守閣バーチャルリアリティコンテンツ制作業務委託、

御三階画像分析業務委託、史跡若松城跡ライトアップ事

業、観光施設の維持・修繕等に要する経費が主なるもので

あり、事業収入、若松城整備等基金繰入金、諸収入等を財

源として措置しようとするものです。

○若松城整備等基金積立金　　　　　７３，８９１千円

○若松城天守閣干飯櫓改修工事　　　　７，７３２千円

○若松城天守閣バーチャルリアルティコンテンツ

　制作業務委託　　　　　　　　　　５４，４８６千円 

○史跡若松城跡ライトアップ委託経費

　　　　　　　　　　　　　　　　　１５，０００千円　

  ・春季ライトアップ委託料　　（９，０００千円）

  ・秋季ライトアップ委託料　　（６，０００千円）

（歳入）

事業収入　　　　　　１５１，２６１千円

使用料及び手数料　　　　　　３５２千円

国庫補助金　　　　　　　３，８６６千円

財産収入　　　　　　　　　　　９３千円

繰入金　　　　　　　　５４，４８６千円

繰越金　　　　　　　　　３，０００千円

　諸収入　　　　　　　　　６，２１４千円

　　　　　　計　　 　 　　  ２１９，２７２千円

（歳出）

総務費　　　　　　　　９９，７５２千円

若松城天守閣費　　　　９６，９２５千円

若松城整備費　　　　　１７，７３５千円

麟閣費　　　　　　　　　１，６５２千円

駐車場費　　　　　　　　１，２０８千円

予備費　　　　　　　　　２，０００千円

　　　 計             ２１９，２７２千円



平成２８年２月市議会定例会提出案件資料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  下水道  課  

当初

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

下水道事業特別会計

　

歳入歳出予算総額　　　　　　　３，６９４，２００千円

　本年度の予算は、汚水幹線・枝線の管きょ、雨水幹線管

きょの埋設工事による面整備、処理場の計画的な整備、施

設の維持管理、地方公営企業法適用事業に要する経費が主

なるものであり、負担金、使用料、国庫支出金、一般会計

繰入金、市債等を財源として措置しようとするものです。

（歳入）

　　分担金及び負担金　　　　　　　４２，５１７千円

　　使用料及び手数料　　　　１，６７４，０５５千円

　　国庫支出金　　　　　　　　　４８４，１００千円

　　県支出金　　　　　　　　　　　　９，０８４千円

　　一般会計繰入金　　　　　　　７２６，１８４千円

　　市債　　　　　　　　　　　　７３３，９００千円

　　その他　  　　　　　　　　　　　２４，３６０  千円  

　      計　　　　　　　　　３，６９４，２００千円

（歳出）

　　下水道総務費　　　　　　　　１２６，０６７千円

　　下水道建設費　　　　　　１，４１２，０２５千円

　　下水道管理費　　　　　　　　５８０，１６９千円

　　公債費　　　　　　　　　１，５７２，９３９千円

　　予備費  　　　　　　　　　　　　　３  ，０００千円  

　　　　計　　　　　　　　　３，６９４，２００千円　



平成２８年２月市議会定例会提出案件資料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公設地方卸売市場

当初

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

地方卸売市場事業特別会計

　

歳入歳出予算総額　　　　　　　　　１３０，２７５千円

　本年度の予算は、公設地方卸売市場の指定管理料及び施

設の改修等に要する経費が主なるものであり、使用料、一

般会計繰入金等を財源として措置しようとするものです。

（歳入）

　　市場使用料　　　　　　　　　８３，２３２千円

　　一般会計繰入金　　　　　　　４３，９８９千円

　　繰越金　　　　　　　　　　　　３，０００千円

　　諸収入　　　　　　　　　　　　　　　５４千円　

　　　　計　　　　　　　　　　１３０，２７５千円

（歳出）

　　管理運営費　　　　　　　　　９６，６７７千円

　　　事務費等　　　　　　　　　３，０７２千円

　　　委託料　　　　　　　　　６９，７８４千円

　　　使用料及び賃借料　　　　　１，５３３千円

　　　工事費　　　　　　　　　２２，２８８千円

　　市場活性化事業費　　　　　　　３，１２２千円

　　公債費　　　　　　　　　　　２９，４７６千円

　　予備費　　　　　　　　　　　　１，０００千円　

　　　　計　　　　　　　　　　１３０，２７５千円



平成２８年２月市議会定例会提出案件資料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　区画整理課

当初

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

扇町土地区画整理事業

特別会計

　

歳入歳出予算総額　　　　　　　１，３７９，２５９千円

　本年度の予算は、区画道路の築造、物件移転補償、宅地

造成工事等の街区整備に要する経費が主なるものであり、

公共施設管理者負担金、国庫支出金、一般会計繰入金、保

留地処分金、市債等を財源として措置しようとするもので

す。 

（歳入）

　　負担金　　　　　　　　　　　　９０，０００千円

　　使用料及び手数料　　　　　　　　　　　３６千円

　　国庫支出金　　　　　　　　　１３３，６００千円

　　一般会計繰入金　　　　　　  ８４０，２６１千円

　　繰越金　　　　　　　　　　　　１０，０００千円

　　諸収入　　　　　　　　　　  １１０，０６２千円

　　市債　　　　　　　　　　　  １９５，３００千円

　　　　計　　　　　　　　  １，３７９，２５９千円　

（歳出）

　　土地区画整理事業費　　　　　６４５，９７０千円　

　　公債費　　　　　　　　　　　７３０，２８９千円

　　予備費　　　　　　　　　　　　　３，０００千円

　　  計　　　　　　　　　  １，３７９，２５９千円



平成２８年２月市議会定例会提出案件資料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　下水道  課  

当初

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

農業集落排水事業特別会計

　

歳入歳出予算総額　　　　　　　　　２８２，１０９千円

　本年度の予算は、管路施設工事及び施設の維持管理に要

する経費が主なるものであり、使用料、一般会計繰入金、

市債等を財源として措置しようとするものです。

（歳入）

　　分担金及び負担金　　　　　　　　１，３５０千円

　　使用料及び手数料　　　　　　　４４，７６５千円

　　一般会計繰入金　　　　　　　２１７，４６６千円

　　市債　　　　　　　　　　　　　１１，５００千円

　　その他　  　　　　　　　　　　　　７，０２８  千円  　

    　　計　　　　　　　　　　　２８２，１０９千円　

（歳出）

　　総務管理費　　　　　　　　　　　８，４０４千円

　　建設費　　　　　　　　　　　　３３，６３２千円

　　管理費　　　　　　　　　　　　７２，６４２千円

　　公債費　　　　　　　　　　　１６６，４３１千円

　　予備費　  　　　　　　　　　　　　１，０００  千円  

　　　　計　　　　　　　　　　　２８２，１０９千円　



平成２８年２月市議会定例会提出案件資料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高齢福祉課

当初

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

介護保険特別会計

　

歳入歳出予算総額　　　　　　１０，７４６，５６６千円

　本年度の予算は、保険給付に要する経費及び地域支援事

業に要する経費が主なるものであり、保険料、国庫支出金、

支払基金交付金、一般会計繰入金等を財源として措置しよ

うとするものです。

（歳入）　　　　　　　　　　　　　　　　　

　保険料　　　　　　　　　２，２３０，４１９千円

　国庫支出金　　　　　　　２，５６８，２３５千円

　支払基金交付金　　　　　２，８１２，２２２千円

　県支出金　　　　　　　　１，５１５，３７７千円

　一般会計繰入金　　　　　１，６１３，６１６千円

　その他  　　  　　　　　  　　　　　　６，６９７千円  　

　　　　　計　　　　　　１０，７４６，５６６千円

（歳出）　　　　　　　　　　　　　　　　　

　一般管理費　　　　　　　　　１８６，７７７千円

　賦課徴収費　　　　　　　　　　　８，７０７千円

　介護認定審査会費　　　　　　　９５，７１２千円

　運営協議会費　　　　　　　　　　１，０２９千円

　保険給付費　　　　　　　９，９８１，３６６千円

　地域支援事業費　　　　　　　２６８，２８５千円

　基金積立金　　　　　　　　　１９８，４８８千円

　その他  　　　　　　　　　　  　　  　６，２０２  千円  

　　　　　　　計　　　　　　１０，７４６，５６６千円　



平成２８年２月市議会定例会提出案件資料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　下水道  課  

当初

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

個別生活排水事業特別会計

　

歳入歳出予算総額　　　　　　　　　２７８，５８６千円

　本年度の予算は、浄化槽の設置及び維持管理に要する経

費が主なるものであり、使用料、国庫支出金、一般会計繰

入金、市債等を財源として措置しようとするものです。

（歳入）

　　分担金及び負担金　　　　　　　　６，５０６千円

　　使用料及び手数料　　　　　　　３９，９９７千円

    国庫支出金　　　　　　　　　　２１，２８６千円

　　県支出金　　　　　　　　　　　　６，１４０千円

　　一般会計繰入金　　　　　　　　９５，６５６千円

　　市債　　　　　　　　　　　　１０１，０００千円

　　その他　  　　　　　　　　　　　　８，００１  千円  　

    　　計　　　　　　　　　　　２７８，５８６千円

（歳出）

　　総務管理費　　　　　　　　　　　　　４２８千円

　　施設整備費　　　　　　　　　１４４，８６３千円

　　施設維持管理費　　　　　　　　９６，１９２千円

　　公債費　　　　　　　　　　　　３６，６０３千円

　　予備費　　　　　　　　　　　　　　　５００千円　

　　　　計　　　　　　　　　　　２７８，５８６千円　



平成２８年２月市議会定例会提出案件資料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　都市計画課

当初

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

三本松地区宅地整備事業特

別会計

　

歳入歳出予算総額　　　　　　　　　１２５，１８３千円

　本年度の予算は、事業地内の維持管理に要する経費が主

なるものであり、繰越金を財源として措置しようとするも

のです。

（歳入）

　　繰越金　　　　　　 　　　 　１２５，１８３  千円  

　　　　計　　　　　　　　　  　１２５，１８３千円

（歳出）

　　宅地整備事業費　　　　　  　　　１，３０８千円

　　予備費　　　　　　　　　  　１２３，８７５  千円  

　　　　計　　　　　　　　　  　１２５，１８３千円



平成２８年２月市議会定例会提出案件資料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国保年金課

当初

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

後期高齢者医療特別会計

　

歳入歳出予算総額　　　　　　　１，２８４，５０２千円

　本年度の予算は、後期高齢者医療広域連合への保険料納

付金、保険基盤安定納付金等に要する経費が主なるもので

あり、保険料、一般会計繰入金等を財源として措置しよう

とするものです。

（歳入）

　　後期高齢者医療保険料　　　　９２６，７７６千円

　　繰入金　　　　　　　　　　　３５０，７３２千円

　　その他　　　　　　　　　　　　　６，９９４千円

　　　　　計　　　　　　　　１，２８４，５０２千円

 （歳出）

　　 総務費　　　　　　　　　 　 　３４，８７８千円

　　 後期高齢者医療広域連合納付金

　　　　　　　　　　　　　 　１，２４６，１７４千円

　 　諸支出金　　　　　　　　　　　　２，４５０千円

　　 予備費　　　　　　　　　　　　　１，０００千円

　　　　　計　　　　　　　　 １，２８４，５０２千円　
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