
平成２９年２月市議会定例会提出案件資料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　企業立地  課  

２月補正

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

ＩＣＴオフィス環境整備事

業費

　

７　商工費　１　商工費　２　商工業振興費

１，０１６，７４０千円　

　ＩＣＴオフィス環境整備事業の実現に向け、地方創生拠

点整備交付金等を財源として、官民連携による事業推進を

図るため、アドバイザリー業務委託経費並びに建物を共有

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〕

　官民連携アドバイザリー業務委託料　１６，７４０千円

　建物購入費　　　　　　　　　１，０００，０００千円



平成２９年２月市議会定例会提出案件資料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　教育総務課

２月補正

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

　　　　　　　　　　　　

学校維持管理費

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１０　教育費　２　小学校費　１　学校管理費

　　　　　　　　　　　　　　　　　　２５，２４０千円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　（仮称）河東学園中学校の建設に伴い、小学校と接合す

ることにより既存不適格となる河東学園小学校の設備等の

改修については、平成２９年度に事業実施を予定しており

ましたが、国の平成２８年度第二次補正予算を活用した学

校施設環境改善交付金による対応が可能となったため、計

画を前倒して、今年度の補正予算として予算措置しようと

するものです。                                       

                                                  

〔経費内訳〕                                      

　工事費　　　　　　　　　　　　 　

　・河東学園小学校多目的ホール特定天井改修工事

　　　　　　　　　　　　　　　　　２０，２２０千円

　・河東学園小学校昇降機改修工事　  ５，０２０千円

　※全額、平成２９年度へ繰越（繰越明許費）



平成２９年２月市議会定例会提出案件資料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　教育総務課

２月補正

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

学校維持管理費

　

１０　教育費　３　中学校費　１　学校管理費

　　　　　　　　　　　　　　　　　　２０，１２０千円

　消防法の改正により、設置から４０年を経過した地下埋

設の油タンクについては改修が必要となりますが、平成　

２９年度に事業実施を予定していた、第六中学校の地下油

タンク改修工事について、国の平成２８年度第二次補正予

算を活用した学校施設環境改善交付金による対応が可能と

なったため、計画を前倒して、今年度の補正予算として予

算措置しようとするものです。

〔経費内訳〕

　工事費　　　　　　　　　　　　２０，１２０千円

　　　

　※全額、平成２９年度へ繰越（繰越明許費）



平成２９年２月市議会定例会提出案件資料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　教育総務課

２月補正

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

学校施設耐震化事業費

　

１０　教育費　２　小学校費　１　学校管理費

　　　　　　　　　　　　　　　　　　８５，７９５千円

１０　教育費　３　中学校費　１　学校管理費

　　　　　　　　　　　　　　　　　１１１，９３１千円

　各小中学校における耐震補強工事については、年次計画

に基づき対応しているところでありますが、平成２９年度

に事業実施を予定していた、一箕小学校及び第五中学校校

舎の耐震補強工事について、国の平成２８年度第二次補正

予算を活用した学校施設環境改善交付金による対応が可能

となったため、計画を前倒して、今年度の補正予算として

予算措置しようとするものです。

〔経費内訳〕

　○小学校費（一箕小学校）

　　事務費等　　　　　　　　　　　　１，１０５千円

　　工事費　　　　　　　　　　　　８４，６９０千円

　○中学校費（第五中学校）

　　事務費等　　　　　　　　　　　　１，４９１千円

　　工事費　　　　　　　　　　　１１０，４４０千円

　　　

　※全額、平成２９年度へ繰越（繰越明許費）



平成２９年２月市議会定例会提出案件資料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　教育総務課

２月補正

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

                        

（仮称）河東学園中学校

建設事業費

                                                     

１０　教育費　３　中学校費　３　学校建築費

　　　　　　　　　　　　　　　　　２５１，１３０千円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　（仮称）河東学園中学校の開校に向けた関連工事につい

ては、平成２９年度に事業実施を予定しておりましたが、

国の平成２８年度第二次補正予算を活用した学校施設環境

改善交付金による対応が可能となったため、計画を前倒し

て、今年度の補正予算として予算措置しようとするもので

す。　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  

〔経費内訳〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  

　工事費  　　　　　　　　　　 　   

  ・太陽光発電設備工事 　　        ２２,３１０千円

　・グラウンド整備工事　　　     ２２８,８２０千円  

　※全額、平成２９年度へ繰越（繰越明許費）



平成２９年２月市議会定例会提出案件資料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　障がい者支援課

２月補正

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

重度心身障がい者医療費

（返還金）

３　民生費　１　社会福祉費　２　障がい者福祉費

  　　　　　　　　　　　　　　　　　１０，４４２千円

　重度心身障がい者医療費について、特定疾病療養受療証

所持者への過支給が生じたため、県補助金返還金について

予算措置しようとするものです。

〔経費内訳〕

　償還金利子及び割引料（返還金）　　１０，４４２千円

　



平成２９年２月市議会定例会提出案件資料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　商　工  　  課  

２月補正

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

商業地域活性化事業費

（返還金）

　

７　商工費　１　商工費　２　商工業振興費

２，４９８千円　

　福島県緊急雇用創出事業に関する贈収賄事件に伴い事業

実績を再精査した結果、県に対し補助金返還の必要が生じ

たため、県補助金返還金について、予算措置しようとする

ものです。

〔経費内訳〕

　償還金利子及び割引料（返還金）　　２，４９８千円　



平成２９年２月市議会定例会提出案件資料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　危機管理課

２月補正

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

防災対策費

（磐梯山火山ハザードマッ

　プ作成負担金）

　

９　消防費　１　消防費　５　防災諸費

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３２６千円

　磐梯山火山防災連絡会議における磐梯山火山ハザード

マップ作成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〕

　磐梯山火山ハザードマップ作成負担金

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３２６千円



平成２９年２月市議会定例会提出案件資料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　人  　  事  　課  

２月補正

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

職員人件費

（退職手当）

　

２　総務費 　１　総務管理費　 １　一般管理費

　　　　　　　　　　　　　　　　　７４，９８３千円

　定年退職者以外で今年度中の退職が見込まれる者の退職

手当額等について、予算措置しようとするものです。

〔経費内訳〕

　　職員手当等（退職手当）　　　　７４，９８３千円



平成２９年２月市議会定例会提出案件資料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　地域づくり  課  

２月補正

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

地域公共交通活性化事業費

（生活交通路線運行維持

　対策事業補助金）

　

２　総務費　１　総務管理費　８　企画費

　　　　　　　　　　　　　　　　　　１，２４６千円

　県生活交通対策協議会において地域住民の日常生活に必

要な移動手段として維持・確保が必要と認められた広域・

幹線的バス路線に対し、国・県と協調し、関係市町村と連

携しながら欠損額に対し補助を行う「生活交通路線運行維

持対策事業補助金」について、経常収益額の減少等により

当初見込みを上回る欠損額となったことに伴い、追加補助

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〕

　生活交通路線運行維持対策事業補助金　１，２４６千円 



平成２９年２月市議会定例会提出案件資料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　障がい者支援課

２月補正

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

障がい児支援費

（扶助費）

３　民生費　２　児童福祉費　１　児童福祉総務費

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　６，３９５千円

　障がい児支援に係る経費について、利用者数・利用日数

の増に伴い不足が生じたため、予算措置しようとするもの

です。

〔経費内訳〕

　扶助費　　　　　　　　　　  　　　　６，３９５千円

　



平成２９年２月市議会定例会提出案件資料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　農  　  林  　課  

２月補正

　　　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

　　　　　　　　　　　　　　　　　１０，９４８千円

　農業生産の基盤となる水と土地を確保するため、土地改

良事業により農地や用排水施設等の整備を行うものであり、

本年度事業費の確定に伴い、負担金等について一部増減が

必要なことから、これに必要な経費について、予算措置を

しようとするものです。

〔負担金等内訳〕　　　　　　　　　　　　　　　　　（千円）

事　　業　　名 事業費

① 原地区県営経営体育成基盤整備事業負担金 1,225

② 小谷地区県営経営体育成基盤整備事業負担金 51

③ 経沢地区県営経営体育成基盤整備事業負担金 2,625

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 5,215

⑤ 槻ノ木地区県営経営体育成基盤整備事業負担金 12,716

⑥ 吉ヶ平地区県営かんがい排水事業負担金 △1,875

⑦ 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 △1,200

⑧ 農村地域防災減災事業補助金 △7,809

計 10,948



平成２９年２月市議会定例会提出案件資料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　企業立地課

２月補正

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

企業誘致促進事業費

（用地取得助成金）

　

７ 商工費　１ 商工費　２ 商工業振興費

１１２，０３３千円　

　会津若松徳久工業団地（区画１）に立地企業が決定した

ことから、「会津若松河東工業団地及び会津若松徳久工業

団地用地取得費の助成に関する条例」に基づき、立地企業

に対する用地取得助成金について、予算措置しようとする

ものです。

〔経費内訳〕

　用地取得助成金　　　　　　　　１１２，０３３千円

〔概　　要〕

　○会津若松徳久工業団地（区画１）

　　・立地企業：会津コスモス電機株式会社

　　・分譲面積：14,767.92㎡

　　・分譲価格：373,444,175円

　　・助 成 率 ： 6 / 1 0 以内

　　・助成金額：112,033,000円（総額 224,066,000円）

　　・今回交付：1回目（平成 29年度に 2回目交付予定）



平成２９年２月市議会定例会提出案件資料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　総　務　課

２月補正

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

ふるさと寄附金基金積立金

　

２　総務費　１　総務管理費　１　一般管理費

　　　　　　　　　　　　　　　　　　４１，９８４千円

　本市のまちづくりを推進するための財源とするため、ふ

るさと寄附金基金への積立てについて、予算措置しようと

するものです。

〔経費内訳〕

　ふるさと寄附金基金積立金　　　　　４１，９８４千円

　



平成２９年２月市議会定例会提出案件資料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　こども家庭課

２月補正

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

子ども未来基金積立金

　

３　民生費　２　児童福祉費　１　児童福祉総務費

　　　　　　　　　　　　　　　　　　３０，９１０千円

　核家族化の進行、地域のつながりの希薄化等を背景とし

て子どもの育ちや子育て家庭をめぐる環境が変化しており、

豊かな子どもの成長の機会を提供する地域社会を築くこと

が必要となっていることから、地域における子ども等への

支援を充実させることを目的とする、会津若松市子ども未

来基金を設置し、本市に寄せられた寄附金の子ども未来基

金への積立を措置しようとするものです。

〔経費内訳〕

　子ども未来基金積立金　　　　　　３０，９１０千円



平成２９年２月市議会定例会提出案件資料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国保年金課

２月補正

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

国民健康保険特別会計

　
（歳入）

　国民健康保険税　　　　　　　　△７２，０７１千円

　国庫支出金　　　　　　　　　　　　　　１９５千円

　県支出金　　　　　　　　　　　　　　　△２１千円

　療養給付費等交付金　　　　　　△１０，０４３千円

　前期高齢者交付金　　　　　　　　　４，３２０千円

　繰入金　　　　　　　　　　　　３２９，３００千円

　　　合　計　　　　　　　　　　２５１，６８０千円

（歳出）

　保険給付費　　　　　　　　　　２１５，７１７千円　

　後期高齢者支援金等　　　　　　　△４，８５４千円

　前期高齢者納付金等　　　　　　　　　　△８３千円

　老人保健拠出金　　　　　　　　　　　　△４４千円　

　介護納付金　　　　　　　　　　△１１，１２５千円

　共同事業拠出金　　　　　　　　　５２，０６９千円　

　　　合　計　　　　　　　　　　２５１，６８０千円

　今回の補正予算は、保険給付費及び共同事業拠出金が主

なものであり、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。
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　観　光　課

２月補正

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

観光施設事業特別会計 

　

（歳入）

  ４ 財産収入　１ 財産運用収入　１ 利子及び配当金

　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　 　　３千円

　８ 寄付金　１寄付金　１若松城整備費寄付金　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 １，６２２千円

     計　　　　　　　　　　　　  　　１，６２５千円　

（歳出）

 １ 総務費　１ 総務管理費　１ 一般管理費

　　　　　　　　　　　　　　　  　　 １，６２５千円

　   計　　　　　　　　　　　　　　　１，６２５千円　

　今回の補正予算は、消費税の中間納付に要する経費が主

なるものであり、若松城整備費寄付金等を財源として措置

しようとするものです。
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　下水道課

２月補正

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

下水道事業特別会計

　

（歳入）

１分担金及び負担金　２負担金　１下水道負担金

　　　　　　　　　　　　　　　　　　３，４３３千円

３国庫支出金　１国庫補助金　１下水道事業費国庫補助金

　　　　　　　　　　　　　　　　△９０，６２０千円　

４県支出金　１県補助金　１下水道事業費県補助金

　　　　　　　　　　　　　　　　　△５，３５５千円　

５繰入金　１一般会計繰入金　１一般会計繰入金

　　　　　　　　　　　　　　　　△７３，４３４千円

８市債　１市債　１下水道事業債　△８８，１００千円

　　　　　　　　　　　　　計　△２５４，０７６千円

（歳出）

１下水道事業費　１下水道総務費　１一般管理費

　　　　　　　　　　　　　　　　　△９，０８６千円

１下水道事業費　２下水道建設費　１建設費

　　　　　　　　　　　　　　　△２１８，７４４千円

１下水道事業費　３下水道管理費　１維持管理費

　　　　　　　　　　　　　　　　△１８，０３２千円

２公債費　１公債費　２利子　　　　△８，２１４千円

　　　　　　　　　　　　　計　△２５４，０７６千円

　今回の補正予算は、本年度の整理予算として措置しよう

とするものです。

〔内訳〕

　工事費　　　　　　　　　　△１７５，２００千円

　補償費　　　　　　　　　　　△１５，４００千円

　下水処理場増設事業委託料　　△１５，０００千円

　下水処理場改築事業委託料　　△１３，１４４千円

　その他　　　　　　　　　　　△３５，３３２千円



平成２９年２月市議会定例会提出案件資料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　区画整理課

２月補正

　　名　  称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

扇町土地区画整理事業

特別会計

　

 （歳入）

　３ 国庫支出金　１ 国庫補助金　１ 土地区画整理事業費国庫

                                 　　　　　　　　 補助金

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　△７７，２００千円

　４ 繰入金　１ 一般会計繰入金　１ 一般会計繰入金

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　△４，４００千円

　７ 市債　１ 市債　１ 土地区画整理事業債

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　△１４，４００千円

　　　　　　　　　　　　　　　　　計　△９６，０００千円

（歳出）

　１ 土地区画整理事業費　２ 土地区画整理事業費　１ 事業費

　　　　　　　　　　　　　　　　・扇町土地区画整理事業費

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　△９６，０００千円

　　　　　　　　　　　　　　　　　計　△９６，０００千円

　　　　　　　　　　　

　今回の補正予算は、国庫補助の確定に伴う事業の決算見込み

に基づき、本年度の整理予算として措置しようとするものです。

〔内訳〕

　委託料　　　　　　　　　　　　　　　　△９，９００千円

　工事請負費　　　　　　　　　　　　　△９５，６００千円

　補償補填及び賠償金　　　　　　　　　　　９，５００千円

　　　　　　　　　　　



平成２９年２月市議会定例会提出案件資料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　下水道課

２月補正

　　名　  称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

農業集落排水事業　

特別会計

　

（歳入）

３繰入金　１一般会計繰入金　１一般会計繰入金

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　△３，７２８千円

６市債　１市債　１農業集落排水事業債　　△６，８００千円

　　　　　　　　　　　　　　　　計　　△１０，５２８千円

（歳出）

１農業集落排水事業費　１総務管理費　１一般管理費

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　△２，７９４千円

１農業集落排水事業費　２建設費　１建設費

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　△７，２００千円

２公債費　１公債費　２利子　　　　　　　　　△５３４  千円  

　　　　　　　　　　　　　　　　計　　△１０，５２８千円

　今回の補正予算は、本年度の整理予算として措置しようとする

ものです。

〔内訳〕

　工事費　　　　　　　　　　　　　　　△７，２００千円

　その他　　　　　　　　　　　　　　　△３，３２８千円



平成２９年２月市議会定例会提出案件資料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高齢福祉課

２月補正

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

介護保険特別会計

　

（歳入）　　　　　　　　　　　　　　　　　

介護保険料　　　　　　　    　　３２，６５４千円

国庫支出金　　　　　　　　　　　３６，３６７千円

支払基金交付金　　　　　　　　　４２，５８８千円

県支出金　　　　　　　　　　　　２６，１６２千円

一般会計繰入金　　　　　　　    ２２，４８４千円

その他収入　　　　  　　　  　      ▲３，４７２千円  

　　　　　計　　　　　　　　　１５６，７８３千円

（歳出）　　　　　　　　　　　　　　　　　

総務費　　　　　　　  　　　　  　３，９９５千円

保険給付費　　　　　　　　　　１８３，０９５千円

地域支援事業費　　　　　　　　▲３２，７５９千円

基  金積立金　　　　　　　　　    　２，４５２  千円  

　　　　　計　　　　　　　　　１５６，７８３千円

今回の補正予算は、介護給付費が主なるものであり、保

険料、国・県の負担金、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。



平成２９年２月市議会定例会提出案件資料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　下水道課

２月補正

　　名　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

個別生活排水事業　

特別会計

　

（歳入）

３国庫支出金　１国庫補助金　１個別生活排水事業費国庫補助金

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　△１，１１０千円

４県支出金　１県補助金　１個別生活排水事業費県補助金

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１９８千円

５繰入金　１一般会計繰入金　１一般会計繰入金

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　△６，７１７千円

７諸収入　１雑入　１雑入　　　　　　　　　３，９４７千円

８市債　１市債　１個別生活排水事業債　△２２，３００千円

　　　　　　　　　　　　　　　　　計　△２５，９８２千円

（歳出）

１個別生活排水事業費　２施設整備費　１整備費

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　△２５，５００千円

２公債費　１公債費　２利子　　　　　　　　　△４８２  千円  

　　　　　　　　　　　　　　　　　計　△２５，９８２千円

　今回の補正予算は、本年度の整理予算として措置しようとする

ものです。

〔内訳〕

　工事費　　　　　　　　　　　　　　△２５，５００千円

　その他　　　　　　　　　　　　　　　　　△４８２千円



平成２９年２月市議会定例会提出案件資料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国保年金課

２月補正

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

後期高齢者医療特別会計

　
（歳入）

　繰入金　　　　　　　　　　　　　△５，０２１千円

　　　合　計　　　　　　　　　　　△５，０２１千円

（歳出）

　後期高齢者医療広域連合納付金　　△５，０２１千円

　　　合　計　　　　　　　　　　　△５，０２１千円

　今回の補正予算は、後期高齢者医療保険基盤安定納付金

の確定により本年度の整理予算として措置しようとするも

のです。
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