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平成２９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

ひとり親家庭医療費

（窓口無料化）

　

３　民生費　２　児童福祉費　１　児童福祉総務費

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４，９８２千円

　ひとり親家庭の医療費助成手続きや経済的負担の軽減化、

さらには受診しやすい環境をつくることによる重症化の防

止を図るため、受給者の医療費の一部負担金を医療機関等

での支払いをなくす窓口無料化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。

　併せて、助成額の算定における自己負担額（１登録世帯

同一受診月1,000円以下）についても廃止しようとするも

のです。

〔経費内訳〕

　事務費等　　　　　　　　　　　　　　　　１４４千円

　システム改修等委託料　　　　　　　　２，２２５千円

　扶助費（窓口無料化分）　　　　　　　２，６１３千円



平成２９年２月市議会定例会提出案件資料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　こども家庭課

当初

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

子育て短期支援事業費

　

３　民生費　２　児童福祉費　１　児童福祉総務費

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３６７千円

　保護者の疾病その他の理由により、家庭において児童を

養育することが一時的に困難となった場合に、児童等を母

子生活支援施設において一定期間、養育・保護するショー

トステイ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〕

　委託料　　　　　　　　　　　　　　　　　３６７千円



平成２９年２月市議会定例会提出案件資料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　こども家庭課

当初

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

子ども未来基金事業費

　
３　民生費　２　児童福祉費　１　児童福祉総務費

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７５千円

　子ども未来基金を財源とした子どもと子育てにかかる支

援事業を実施することに伴い、その審査等に要する経費に

ついて、予算措置しようとするものです。

〔経費内訳〕

　報償費　　　　　　　　　　　　　　　　　　７０千円

　事務費　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ５千円



平成２９年２月市議会定例会提出案件資料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　こども家庭課

当初

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

児童福祉施設措置費

（母子生活支援施設措置　

　費）

３　民生費　２　児童福祉費　２　児童措置費

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　３０，９６０千円

　母子世帯が安心して暮らせる生活の場を提供し、自立に

向けた支援を行うため、民設民営により新たに開所する母

子生活支援施設への措置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　　　　　　　　　　　　　　３０，９６０千円

〔施設名〕

　母子生活支援施設　はる



平成２９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

児童健全育成事業費

（永和こどもクラブ運営　

　委託）

　

３　民生費　２　児童福祉費　１児童福祉総務費

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　９，０５２千円

　平成29年度より永和小学校内にこどもクラブを新設し、

４月１日から児童の受入れを開始するための運営費につい

て、予算措置しようとするものです。

〔経費内訳〕

　こどもクラブ運営委託料　　　　　　　９，０５２千円

　（永和こどもクラブ）

　



平成２９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

　　　　　　　　　　　　　　　３，４２２，１２８千円

　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　　　　　　１，８８２，０２０千円

　扶助費　　　　　　　　　　　１，５４０，１０８千円



平成２９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

教育・保育施設等支援対策

事業補助金

（保育士確保支援）

３　民生費　２　児童福祉費　１　児童福祉総務費

２７，８４０千円

　保護者の仕事復帰を支援するため、一斉受付時の０才か

ら２歳児の年度途中入所予約に対応する特定教育・保育施

設設置者及び特定地域型保育事業者に対して保育士の事前

確保に係る費用を補助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〕

　教育・保育施設等支援対策事業補助金

　　（保育士確保支援事業分）　　　　２７，８４０千円



平成２９年２月市議会定例会提出案件資料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　教育総務  課  

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

　　　　　　　　　　　　　 　　 １,２８９,１３６千円 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  

　（仮称）河東学園中学校校舎等建設事業は、平成２８年

度から平成２９年度の継続事業であり、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、校舎及び屋内運動場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　　　　　　　　　 　　　 ２，３６６千円

　工事費　　　　　　　　　   １,２８６，７７０千円

　

　※参考

　　工事費　平成２８年度　    ８５７,７７０千円　

　　　　　　平成２９年度　 １,２８６,７７０千円

　　　　　　　計　  　　   ２,１４４,５４０千円

　　　

  　工　　期

　　　平成２８年９月２１日～平成３０年２月２日

　　開校時期

　　　平成３０年４月（予定）

　



平成２９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

建設事業費

　

１０　教育費　３　中学校費　３　学校建築費

　　　　　　　　　　　　　　　　　３３３，６７３千円

                                                  

　（仮称）河東学園中学校の開校に向けて、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、屋外環境整備工事及び開校準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〕                                       

　事務費等　　　　　　　 　　   　３７，８２０千円

　工事費　　　　　　　　 　　 　２９５，８５３千円

　※主な事業内容

　　・屋外環境整備工事（外構、駐車場等）

　　・開校準備（物品運搬、備品購入等）

　　・開校時期　平成３０年４月（予定）　　　



平成２９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

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

　　　　　　　　　　　　　　　　　１２２，４２９千円

　城北小学校において、耐震補強工事による対応が困難な

校舎北東棟及び南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。

〔経費内訳〕

　事務費等　　　　　　　　　　　　　５，５７１千円

　工事費　　　　　　　　　　　　１１６，８５８千円

　

　



平成２９年２月市議会定例会提出案件資料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　教育総務  課  

当初

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

行仁小学校改築事業費

　

１０　教育費　２　小学校費　３　学校建築費

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ４６,５５０千円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  

　行仁小学校の改築に向け、基本設計及び地質調査等に要

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　　　　　　　　　  　　　　　５００千円

　委託料　　　　　　　　　    　　

　・基本設計業務委託料　　　       ３９,０６０千円

　・地質調査業務委託料　　　         ６,９９０千円

　　

  ※事業スケジュール

　　平成２８年度　　基本構想

　　平成２９年度　　基本設計、地質調査

　　平成３０年度　　実施設計

　　平成３１年度～平成３２年度

　　　　　　　　　　建設工事（校舎及び屋内運動場）

　　平成３３年４月　開校（予定）



平成２９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

学校維持管理費

（エアコン設置）

１０　教育費　２　小学校費　１　学校維持管理費

２，７００千円　

１０　教育費　３　中学校費　１　学校維持管理費

１，４０４千円　

　児童生徒の健康に配慮し、夏場の暑さ対策を図るため、

小中学校の保健室へのエアコン設置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

　　エアコン借上料　　　    　　　　２，７００千円

　○中学校費

　　エアコン借上料　　　　　　　　　１，４０４千円

　※エアコン設置予定校

　　・小学校　１５校

　　　（城北小、行仁小、城西小、謹教小、湊小、

　　　　一箕小、松長小、永和小、神指小、門田小、

　　　　城南小、大戸小、東山小、荒舘小、川南小）

　　・中学校　　６校

　　　（一中、三中、四中、六中、湊中、大戸中）　



平成２９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

　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　１６，２４４千円

　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、ゆかりの地への研修派遣等の事業

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　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　１６，２４４千円

　　　

〔主な事業内容〕

　　○先輩アスリートから学ぶ～トップランナーへの道～

　　○グローバルな人間を目指して

　　　　　　　　～ブリティッシュヒルズへＧＯ

　　○映画から学ぶ～感動をつくる仕事～

　　○基礎力アップ大作戦

　　○「はてな・ふしぎ」わくわく理数教室

　　○こころのふるさと会津～会津人に学ぶ～

　　○会津ジュニア大使～会津の元気を全国に発信～



平成２９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

　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　６２，２１９千円

　本市児童生徒の学力のさらなる向上を図るため、学習に

主体的に取り組む意欲を養い、思考力、判断力、表現力を

育み、自分の夢と希望をかなえることのできる力を身に付

けるため、環境整備及び学力向上事業実施に要する経費等

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　　　　　　　　　　　　　１３，９８３千円

　備品購入費（電子黒板等）　　　　　４８，２３６千円

〔主な事業内容〕

　　○学級集団育成事業

　　○読解力向上事業

　　○指導力向上事業

　　○ＩＣＴ活用学力定着事業

　　○チャレンジ事業

　　○学力向上推進委員会

　　



平成２９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

〔大会概要〕

　○開催日　　　平成２９年１０月１日（日）

　○会場　　　　あいづ陸上競技場及び鶴ヶ城周辺

　○大会参加者　７，０００名（目標）

　（※平成２８年度大会実績６，９８４名）



平成２９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

　　　　　　　　　　　　　　　　　　６０，２２９千円

　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の運営経費

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　　　　　　　　　　　　　６，２８６千円

　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

　　　　　　　　　　　　　　　　　５３，９４３千円

〔大会概要（本市開催競技）〕

　○ソフトテニス（男子）　

　（１）期間　平成２９年７月２２日～７月２６日

　（２）会場　会津総合運動公園テニスコート

　○ソフトテニス（女子）

　（１）期間　平成２９年７月２６日～７月２９日

　（２）会場　会津総合運動公園テニスコート

　○テニス　

　（１）期間　平成２９年８月１日～８月８日

　（２）会場　会津総合運動公園テニスコート

　○ボクシング

　（１）期間　平成２９年８月４日～８月１０日

　（２）会場　あいづ総合体育館



平成２９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

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　９００千円

　２０２０東京オリンピック・パラリンピック大会に向け、

タイ王国を対象に、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〕

　旅費　　　　　　　　　　　　　　　　 　７２６千円

　報償費（通訳謝礼）　　　　　　　　　 　　３０千円

　需用費（食糧費、消耗品費）　　　　 　　　４４千円

　地域活性化推進首長連合負担金　　       １００千円

　　

〔事業内容〕

　１．タイ本国から関係者を迎え、本市の視察を行う。

　２．在日タイ大使館を訪問し協議を進める。　



平成２９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

相撲場建設事業費 １０　教育費　６　保健体育費　１　保健体育総務費

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５，１０３千円

  会津総合運動公園内に相撲場を建設するため、実施設計

及び建設用地の地質調査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　　　　　　　　　　　　　　 　　２３千円

　地質調査業務委託料　　　　　 　　　１，４１０千円

　実施設計業務委託料　　　　　　　　 ３，６７０千円　



平成２９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）

（御茶屋御殿災害復旧及び

　保存修復工事）

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

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２７,７３５千円

　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〕　　

　工事費　　　　　　　　　　　　　２７，７３５千円



平成２９年２月市議会定例会提出案件資料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　文　化　課

当初

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

文化センター管理費

（工事費）　

１０　教育費　５　文化費　３　文化施設費

　　　　　　　　　　　　　　　　　　２６，８００千円

　文化センターの地下油タンク及び舞台床の改修に要する

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　　　　　　　　　　　　　２６，８００千円



平成２９年２月市議会定例会提出案件資料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　文　化　課

当初

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

神指城跡保存検討会事業費 １０　教育費　５　文化費　２　文化財保護費

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４５０千円

　神指城跡の今後の保存や整備と活用の方法などを検討す

るため、有識者で構成する検討会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　　　　　　　　　　　　　  　４５０千円



平成２９年２月市議会定例会提出案件資料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　商　工  　課  

当初

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

労政事業費

（就職フェア inあいづ　

　負担金）

　

５　労働費　１　労働諸費　１　労働諸費

１，８６０千円　

　平成 28年度で国の実践型地域雇用創造事業の委託期間が

終了することにより、新たに就職フェアに特化した団体を

構成し、参加市町村からの負担金にて事業を運営するため、

予算措置しようとするものです。

〔経費内訳〕

　就職フェア inあいづ負担金　　１，８６０千円　

　（全体経費　就職フェア２回開催   ３，６００千円）

　

〔構成市町村〕

・会津若松市　・喜多方市　・北塩原村　

・西会津町　・磐梯町　・猪苗代町　

・会津坂下町　・湯川村　・柳津町　・三島町

・金山町　・会津美里町



平成２９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

　

                             　　　４５，５９２千円

　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　　　   ４３，４６２千円　　

  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 　　２，０７４千円



平成２９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

　　　　　　　　　　　　　　　　　　１５，０００千円

　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　 　１５，０００千円　



平成２９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

（特色ある会津米生産拡大

　事業補助金）

６　農林水産業費　１　農業費　３　農業振興費

                             　　　　３，２２５千円

　地元酒造業界における本市産酒造好適米および加工用米

（かけ米）の地域内流通量を増加させるため、地元酒造会

社・酒造組合・集出荷業者・生産者等で組織する団体が行

う酒造好適米等の品質向上や需給調整などの取組に要する

経費について、予算措置しようとするものです。

〔経費内訳〕

　特色ある会津米生産拡大事業補助金　３，２２５千円

　（内訳）酒造好適米　　　　　　　　１，４００千円

　　　　　加工用米　　　　　　　　　１，８２５千円



平成２９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

（土地利用型園芸作物産地

　化支援事業補助金）

　

６　農林水産業費　１　農業費　３　農業振興費

４，７５０千円 

　近年の米価下落傾向の中、土地利用型園芸作物の生産に

より所得確保を図るため、生産者組合に所属しサトイモを

出荷する生産者が、生産に必要となる機械等の導入経費や、

流通業者がサトイモの販路拡大・販売促進に要する経費に

ついて予算措置しようとするものです。　

〔経費内訳〕

　土地利用型園芸作物産地化支援事業補助金

　　　　　　　　　　　　　　　　　　４，７５０千円

　（内訳）

　　生産に必要となる機械等の導入に対する支援

　　　　　　　　　　　　　　　　　　３，７５０千円

　　販路拡大・販売促進に対する支援　１，０００千円



平成２９年２月市議会定例会提出案件資料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　農　政　課

当初

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

会津地域世界農業遺産及び

日本農業遺産推進事業費

　

６　農林水産業費　１　農業費　３　農業振興費

                                         ８１８千円 

　会津地域において、世界農業遺産及び日本農業遺産の認

定を受けることにより、農産物のブランド化、観光誘客に

よる地域活性化を図るため、会津地域17市町村で組織する

「会津地域世界農業遺産及び日本農業遺産推進協議会」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〕

　会津地域世界農業遺産及び日本農業遺産推進協議会

　負担金　　　　　　　　　　　　　　　　８１８千円



平成２９年２月市議会定例会提出案件資料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　農　政　課

当初

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

会津の夏祭り事業負担金

　

６　農林水産費　１　農業費　３　農業振興費

                                      

                                      　　８００千円

　首都圏における会津産農産物のブランド定着及び消費拡

大を図るため、ＪＡ会津よつばと会津１７市町村が一体と

なってトップセールスを行う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〕

　会津の夏祭り事業負担金　　　　　　　 ８００千円

　



平成２９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

　　　　　　　　　　　　　　　　　　４５，０６４千円

　　　

　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 経沢地区県営経営体育成基盤整備事業負担金 2,925

② 門田第４地区県営農業競争力強化基盤整備事業負担金 3,375

③ 槻ノ木地区県営経営体育成基盤整備事業負担金 9,160

④ 堰場地区県営農業競争力強化基盤整備事業負担金 4,638

⑤ 大和田地区県営農村地域復興再生基盤総合整備事業負担金 2,243

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 1,920

⑦ 吉ヶ平地区県営かんがい排水事業負担金 10,848

⑧ 湊地区県営農村地域防災減災事業負担金 693

⑨ 鶴沼川防災ダム管理負担金 3,563

⑩ 土地改良施設維持管理適正化事業補助金 1,229

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 135

⑬ 経営体育成促進事業補助金 192

⑭ その他の負担金及び事務費等 3,516

計 45,064



平成２９年２月市議会定例会提出案件資料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　農　林　課

当初

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

　

鳥獣被害対策事業費

（イノシシ捕獲報償金）

（市鳥獣被害防止対策　　

　協議会負担金）

６　農林水産業費　２　林業費　２　林業振興費

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２，８５３千円

　野生鳥獣による農作物被害、人的被害を防止するため、

地域住民による防除対策への支援や、市鳥獣被害対策実施

隊の活動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〕

　イノシシ捕獲報償金　　　　　　　　　　　４００千円

　市鳥獣被害防止対策協議会負担金　　　２，４５３千円



平成２９年２月市議会定例会提出案件資料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　農　林　課

当初

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

林道施設長寿命化計画策定

事業費

６　農林水産業費　２　林業費　２　林業振興費

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４，９６０千円

　林道施設の橋梁やトンネルの点検診断結果を基に,、施設

の老朽化に対応する効率的な修繕や維持管理の実施に向け

て、長寿命化計画を策定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〕

　林道施設長寿命化計画策定業務委託料　４，９６０千円



平成２９年２月市議会定例会提出案件資料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　農　林　課

当初

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

森林管理道整備事業林道開

設事業費

６　農林水産業費　２　林業費　２　林業振興費

　　　　　　　　　　　　　　　　　　２６，４７３千円

　森林資源の開発や森林施業に必要な林業生産基盤の整備

を図るため、大戸町闇川地区と黒森地区を結ぶ「林道谷地

平線」の開設工事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　　　　　　　　　　　　　　１，１７３千円

　工事費　　　　　　　　　　　　　　２４，５００千円

　林道谷地平線開通式実行委員会負担金　　　８００千円



平成２９年２月市議会定例会提出案件資料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　農　林　課

当初

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

特用林ウルシ樹育成事業費

（公有林整備等委託）

　

６　農林水産業費　２　林業費　２　林業振興費

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５，０８０千円

　会津の特産品である漆器の原料となるウルシ液の供給を

図るため、ウルシ樹の育成と適正な管理に要する経費等に

ついて、予算措置しようとするものです。

〔経費内訳〕

　ウルシ樹育成業務委託料（金堀地区）　２，９３２千円

　ウルシ樹育成業務委託料（南原地区）　２，１４８千円



平成２９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

　　　　　　　　　　　　　　　　　　３５，５３６千円

　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　 　３５，５３６千円

〔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

　・市内交通渋滞緩和事業

　・戊辰１５０年事業

　　  戊辰１５０年歴史深訪実行委員会負担金



平成２９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

　　　　　　　　　　　　　　　　　　７１，０９１千円

　本市の地域振興事業を推進するうえで、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　　　　　７１，０９１千円

〔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

　　　徳島県鳴門市等を予定

　・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、

　　　体感！光の杜ミュージアム等

　・お日市の情報発信

　・会津まつり展示スペースの整備



平成２９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

（会津まつり協会特別

　負担金（さくらまつり

　大茶会））

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にぎわいの創出を目

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 （さくらまつり大茶会）

　　　　　　　　　　　　　           ２，０２０千円

〔主な事業内容〕

　・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２９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

（会津まつり協会特別

　負担金（会津全国煙火

　競演会））

７　商工費　１　商工費　３　観光費

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ３，０００千円

　本市の地域振興に資する会津全国煙火競演会の開催を支

援するにあたり、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（会津全国煙火競演会）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ３，０００千円

　　　　　　　　

〔主な事業内容〕

　・第２回会津全国煙火競演会の開催



平成２９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
　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　２５，４８２千円

　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　

　　　　　　　　　　　　　　　　　２５，４８２千円

〔主な事業内容〕

　・教育旅行推進事業

　　　重点キャラバンの実施等

　・インバウンド誘致事業

　　　多言語パンフレット作成等

　・コンベンション誘致事業

　　　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

  ・ＤＭＯ推進事業

　　　マーケティング等の委託、ＤＭＯ講演会開催等



平成２９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費

（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運営費

　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

　



平成２９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費

（ＯＮＳＥＮ・ガストロノ

　ミーウォーク実行委員会

　負担金）　

７　商工費　１　商工費　３　観光費

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１，５３５千円

　温泉と食の魅力を組み合わせたウォーキングイベント開

催を契機に、温泉地の更なる魅力向上・情報発信や新たな

観光誘客を図るため、イベント開催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〕

  ＯＮＳＥＮ・ガストロノミーウォーク実行委員会負担金

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１，５３５千円

〔主な事業内容〕

  ・ＯＮＳＥＮ・ガストロノミーウォークの開催



平成２９年２月市議会定例会提出案件資料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　観　光　課 

当初

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

戊辰１５０周年記念事業費 ７　商工費　１　商工費　３　観光費

　　　　　　　　　　　　　　　　　１１８，６８１千円

　会津における戊辰戦争から１５０周年をむかえる平成　

３０年を、先人顕彰や会津の歴史的意義の再認識を図る重

要な機会とし、広く情報を発信することで本市文化の振興

や観光誘客に資するものであり、記念映像の制作費や観光

振興のイベント経費、機運醸成などの経費について、予算

措置しようとするものです。

〔経費内訳〕

　戊辰１５０周年記念事業実行委員会負担金　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　１１８，６８１千円

〔主な事業内容〕

　・記念誌の作成

　・全国へ向けた特別番組の制作

　・ホームページの開設・運営費

　・若松城天守閣バーチャルリアリティコンテンツＡＲア

　　プリケーションの拡充費

　・のぼり・ポスター・チラシ等機運醸成にかかる経費 等



平成２９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

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　８，８５７千円

　外国人観光客の誘客を図るため、海外へのプロモーショ

ン、及び外国人サイクリスト誘客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　　　　　　　　　　　　　　　　６４７千円

  台湾誘客促進事業委託料　　　　　　　１，２００千円

　外国人サイクリスト誘客促進事業委託料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　６，７５０千円

  レンタカールート構築事業委託料　　　　　２６０千円

 



平成２９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

　　　　　　　　　　　　　　　　　　８，６２２千円

　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全国での物産展や商品開発

担当者等との商談会、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

　　　　　　　　　　　　　　　　　　８，６２２千円

〔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

・会津よつば農業協同組合

・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２９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

　　　　　　　　　　　　  　　　　　　７，１３３千円

　会津漆器の新たな販路を開拓するため、ＡＮＡ総合研究

所と協働し、航空業界に向けた商品開発、販売戦略の構築

に向けて実施する各種調査や研究会、イベント開催等に要

する経費を、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〕

　　漆香るプロジェクト実行委員会負担金

　　　　　　　　　　　　　　　　　　７，１３３千円

〔実行委員会構成団体〕

　・会津若松市

　・会津漆器協同組合

　・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

　・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２９年２月市議会定例会提出案件資料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　商　工　課

当初

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

商業地域活性化事業費

（中小企業振興補助金）

　

７　商工費　１　商工費　２　商工業振興費

　　　　　　　　　　　　　　　　　　３６，８６０千円

　市内中小企業の育成振興や商店街の活性化を図るため、

市中小企業振興条例に基づく施設設置事業、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］

①イベント事業補助金　　　　　　　　４，５３９千円

②人材育成事業補助金　　　　　　　　　　８００千円

③商店街施設設置事業補助金　　　　１２，２２２千円

④商店街施設維持管理事業補助金　　　　　８７７千円

⑤商店街空き店舗対策事業補助金　　１７，４２２千円

⑥社会課題・地域課題解決事業補助金　１，０００千円



平成２９年２月市議会定例会提出案件資料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　商　工　課

当初

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

商業地域活性化事業費

（中心市街地・商業活性化

　事業補助金）

　

７　商工費　１　商工費　２　商工業振興費

　　　　　　　　　　　　　　　　　３３０，０００千円

　本市中心市街地における、商機能の向上、交流人口の拡

大、まちなかにおける活動量の増加、市民生活の安心・安

全の実現を図るため、神明通り商店街が行う商店街活性化

事業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〕

　中心市街地・商業活性化事業補助金　

　　　　３３０，０００千円　

〔主な事業内容〕

　・アーケード建設事業

　



平成２９年２月市議会定例会提出案件資料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　企業立地課

当初

　　　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

　　２０８，４３８千円　

　「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、会津若松徳久工業

団地（区画１、区画３－２）及び会津若松河東工業団地

（区画４－１西側）への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　　　　　　　　２０８，４３８千円

〔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：2回目（平成 28年度に 1回目交付）

　○会津若松徳久工業団地（区画３－２）

　　・立地企業：株式会社会津クォーツ

　　・分譲面積：3,981.74㎡
　　・分譲価格：112,064,718円
　　・助 成 率 ： 6 / 1 0 以内
　　・助成金額：67,238,000円（総額 67,238,000円）
　　・今回交付：一括

　○会津若松河東工業団地（区画４－１西側）

　　・立地企業：株式会社サンブライト

　　・分譲面積：8,737.37㎡（うち平場面積 8,333.51㎡）
　　・分譲価格：145,836,425円
　　・助 成 率 ： 4 / 1 0 以内
　　・助成金額：29,167,000円（総額 58,334,000円）
　　・今回交付：2回目（平成 28年度に 1回目交付）



平成２９年２月市議会定例会提出案件資料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　企業立地課

当初

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

医工連携推進事業費

（医療トレーニング機器開

　発推進事業委託）

　

７　商工費　１　商工費　２　商工業振興費

２，８８３千円　

　医療福祉関連産業への新規参入促進等を図るため、市内

企業による医療トレーニング機器の開発に要する経費等に

ついて、予算措置しようとするものです。

〔経費内訳〕

　医療トレーニング機器開発推進事業委託料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２，８８３千円

〔事業概要〕

　一般財団法人ふくしま医療機器産業推進機構との連携の

もと、会津若松商工会議所、福島県立医科大学会津医療セ

ンター、県医療機器販売業協会等と協働して、市内企業に

よる医療トレーニング機器の開発や製品化に向けた取組み

を支援することで、今後成長が見込まれる医療福祉関連分

野への新規参入や新事業の創出などを図る。



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  

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

    　　　　　　　　　　　　　１，８９０，４４７千円

　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　　　　　　　　　  　　　　３，６７４千円

　扶助費　　　　　　　 　 　　１，８８６，７７３千円



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  

当初

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

地域生活支援事業費

（緊急時入所事業委託）

　

３　民生費　１　社会福祉費　２　障がい者福祉費

    　　　　　　　　　　　　　　　　　１，７１６千円

　介護者の疾病等の緊急時に、障がい者の施設等への入所

により必要な支援を行う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〕

　委託料　　　　　　　　　  　　　　　１，７１６千円

　※平成 29年７月から事業開始



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  

当初

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

地域生活支援事業費

（地域生活体験事業委託）

　

３　民生費　１　社会福祉費　２　障がい者福祉費

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　９１０千円

　地域移行や親元からの自立等でグループホーム利用を希

望している障がい者に、体験利用の場を提供するための経

費について、予算措置しようとするものです。

〔経費内訳〕

　委託料　　　　　　　　　  　　　　　　　９１０千円

　※平成 29年７月から事業開始



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  

当初

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

地域生活支援事業費

（地域障がい者相談支援

　事業委託）

　

３　民生費　１　社会福祉費　２　障がい者福祉費

  　　　　　　　　　　　　　　　　　１０，５６６千円

　身近な地域における相談支援体制整備と、高齢者福祉と

の連携強化のための地域障がい者相談窓口の整備に要する

経費について、予算措置しようとするものです。

〔経費内訳〕

　委託料　　　　　　　　　  　　　　１０，５６６千円

　※２箇所に委託

　　（平成29年度に１箇所追加）



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  

当初

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

地域生活支援事業費

（成年後見制度法人後見

　支援事業委託）

　

３　民生費　１　社会福祉費　２　障がい者福祉費

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４００千円

　成年後見制度における後見等の業務を適切に行うことが

できる法人の確保に向けた体制の整備と、市民後見人の活

用も含めた法人後見の活動を支援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〕

　委託料　　　　　　　　　  　　　　　　　４００千円

〔事業内容〕

　・法人後見立ち上げ支援

　・市民後見人育成

　・法人後見支援



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  

当初

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

重度心身障がい者医療費

（窓口無料化）

　

３　民生費　１　社会福祉費　２　障がい者福祉費

    　　　　　　　　　　　　　　　２，４１２千円

　重度の障がいがある方の医療費助成手続きや経済的負担

の軽減化、さらには受診しやすい環境をつくることによる

重症化の防止を図るため、受給者の医療費の一部負担金を

医療機関等での支払いをなくす窓口無料化に要する経費に

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　　　　　　　  　　　　　　　９００千円

　システム改修等委託料　　　　　　　１，５１２千円

　

　



平成２９年２月市議会定例会提出案件資料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高齢福祉課

当初予算

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

地域介護・福祉空間整

備等補助金

　（既存高齢者施設防犯

　　改修）

３ 民生費　１ 社会福祉費　３ 老人福祉費

　　　　　　　　　　　　　　　　　　３，４３４千円

　

　国の補助事業を活用し既存高齢者施設の防犯対策を強化

するため、防犯カメラの設置など防犯対策事業を実施する

法人に対し補助金を交付する経費について、予算措置し

ようとするものです。

〔経費内訳〕

　地域介護・福祉空間整備等補助金

　　（４法人６施設の防犯対策事業経費）

　　　　　　　　　　　　　 　 　３，４３４千円



平成２９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

  　　　　　　　　　　　　　　２，８９６，０４１千円

　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　　　　　　　　　　２，８９６，０４１千円



平成２９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

母子保健事業費

（産後ケア事業）

　

４　衛生費　１　保健衛生費　２　予防費

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　６，９１２千円

　出産直後の母親の心身の疲労の軽減と精神的な安定を図

り、子どもの健やかな発育・発達を促すため、日帰りケア

と宿泊ケアの２つの形態により、母親の心身のケアや育児

のサポート等きめ細やかな支援を行うとともに、母体の休

養の機会を提供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　　　　　　　　　　　　　　　　　１３千円

　産後ケア事業委託料　　　　　　　　　６，８９９千円



平成２９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

乳幼児健康診査事業費

（新生児聴覚検査）

　

４　衛生費　１　保健衛生費　２　予防費

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７，１４７千円

　先天性聴覚障害を早期に発見し、適切な療育等につなげ

ていくため、新生児に対する聴覚検査の実施に要する経費

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　　　　　　　　　　　　　　　　　５１千円

　新生児聴覚検査業務委託料　　　　　　６，５９３千円

　扶助費　　　　　　　　　　　　　　　　　５０３千円



平成２９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

妊婦健康診査事業費

（健診等委託）

　

４　衛生費　１　保健衛生費　２　予防費

　　　　　　　　　　　　　　　　　１１０，３０６千円

　妊婦健康診査の実施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。

　なお、助成対象を国基準に基づくおおむねね40週までの

14回の健診から、全ての妊婦に安心安全な妊娠・出産を迎

えていただくため、おおむね41週で受診する15回目の健

診までに拡大するものです。

〔経費内訳〕

　健診等委託料　　　　　　　　　　１１０，３０６千円



平成２９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

会津総合運動公園等維持管

理費

（あいづ陸上競技場公認

　継続関連改修工事）

８　土木費　４　都市計画費　４　公園費

                                   ４４，０００千円　

　会津総合運動公園に設置されているあいづ陸上競技場の

第３種公認継続の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〕

　工事費　　　　　　　　　　　　　 ４４，０００千円



平成２９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

（鶴ヶ城体育館照明改修

　工事）

８　土木費　４　都市計画費　４　公園費

　　　　　　　　　　　　　　　　　　７０，０００千円

　鶴ヶ城体育館利用者の安全と利便性の向上を図るため、

体育館照明のＬＥＤ化改修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〕

　工事費　　　　　　　　　　　　　　７０，０００千円



平成２９年２月市議会定例会提出案件資料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　地域づくり課

当初

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

地域公共交通活性化事業費

（会津・野岩鉄道施設整備

　事業補助金）

　

２　総務費　１　総務管理費　８　企画費

　　　　　　　　　　　　　　　　　３７，６９７千円

　会津鉄道株式会社及び野岩鉄道株式会社が、安全運行を

確保するために必要な老朽化設備の更新などを行う際に財

政支援を行うものであり、平成29年度は、国、県及び沿線

自治体が協調して行う鉄道等の設備整備に対する補助金、

並びに会津鉄道株式会社が東武鉄道株式会社の特急列車の

会津田島駅乗り入れに伴う受入環境整備や便益施設として

のサービス向上として行う西若松駅東口及び芦ノ牧温泉駅

のトイレ整備に対する補助金について、予算措置しようと

するものです。

〔経費内訳〕

　会津・野岩鉄道施設整備事業補助金　３７，６９７千円 



平成２９年２月市議会定例会提出案件資料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　危機管理課

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

　　　　　　　　　　　　　　　　　　２５，９０１千円

　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　　　　　　　　　　　　　　１，４５６千円

　工事費　　　　　　　　　　　　　　　　　２６０千円

　防犯灯補助金　　　　　　　　　　　２４，１８５千円



平成２９年２月市議会定例会提出案件資料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　危機管理課

当初

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

空家対策に関する経費

　
２　総務費　１　総務管理費　１４　諸費

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３，７６６千円

　市空家等対策計画に基づき、空家の実態調査を行うため

の経費及び適切な管理の啓発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　　　　　　　　　　　　　　１，３９６千円

　空家調査員報酬等　　　　　　　　　　２，１６０千円

　空家等対策協議会委員報償費　　　　　　　２１０千円

　



平成２９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

　　　　　　　　　　　　　　　　　１３２，１４８千円

　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　　　　　　　　　１，３４８千円

　水源調査委託料　　　　　　　　　　　９，５００千円

　（水源調査１箇所）　　

　給水施設等整備費補助金　　　　　１２１，３００千円

　（給水施設整備４箇所、配水管整備３箇所）



平成２９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

景観形成事業費

（美しい会津若松景観　　

　助成金）

　

８　土木費　４　都市計画費　１　都市計画総務費

１８，０００千円

　会津若松らしい良好な景観を形成するため、景観重点地

区（鶴ケ城周辺地区）や歴史的景観指定建造物、景観まち

づくり協定地区内の建築物等の修景及び自然景観指定緑地

の維持管理経費等への一部助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〕

　　美しい会津若松景観助成金　　１８，０００千円 

　　

〔美しい会津若松景観助成金の内訳〕

　　景観重点地区（鶴ケ城周辺地区）修景費　　３件

　　景観まちづくり協定地区修景費　　　　　　８件

　　歴史的景観指定建造物修景費　　　　　　　４件

　　自然景観指定緑地維持管理費　　　　　　１５件

　　公開空地の整備（大規模行為）　　　　　　１件

　　　　　　　　計　　　　　　　　　　　　３１件



平成２９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

（避難路沿道建築物耐震

 診断支援事業補助金）

　

８　土木費　１　土木管理費　２　建築指導費

　　　　　　　　　　　　　　　　　　２０，５７４千円

　大地震時に緊急輸送路等の避難路が建築物の倒壊により

閉塞されることを防止し、建築物の安全性向上を図るため、

沿道建築物の耐震診断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〕

　避難路沿道建築物耐震診断支援事業補助金

　　　　　　　　　　　　　　　　　２０，５７４千円　

　（耐震診断実施予定避難路沿道建築物：１１件）



平成２９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

　　　　　　　　　　　　　　　　　　１３０，１９９千円

　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５路線」

　　　・事務費等　　　　　　　　　　　２，０９２千円

　　　・委託料　　　　　　　　　　　３３，５０７千円

　　　・工事費　　　　　　　　　　　５０，８００千円　

　　　・用地費　　　　　　　　　　　１９，１８０千円

　　　・補償費　　　　　　　　　　　２４，６２０千円



平成２９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

　　　　　　　　　　　　　　　　　３２２，８７４千円

　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　　　　　　　　　　１，０９７千円

　　　・委託料　　　　　　　　　　　２，２４４千円

　　　・工事費　　　　　　　　　２７１，７３３千円

　　　・用地費　　　　　　　　　　　６，２５０千円

　　　・補償費　　　　　　　　　　４１，５５０千円



平成２９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

　　　　　　　　　　　　　　　　１１４，７００千円

　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　　　　　　　　　　　　１１４，７００千円



平成２９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

　　　　　　　　　　　　　　　　　５５，０００千円

　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　　　　　　　　　　　　　５５，０００千円



平成２９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

橋梁長寿命化修繕事業費 ８　土木費　２　道路橋りょう費　２　道路維持費

　　　　　　　　　　　　　　　　１４２，０００千円

　老朽化する橋梁の増大に対応し、道路の安全性を確保す

るため、橋梁長寿命化修繕計画に基づく予防的な修繕等に

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〕

　委託料（橋梁点検調査業務）　　　７０，０００千円

　工事費　　　　　　　　　　　　　４９，０００千円

　橋梁補修工事負担金　　　　　　　２３，０００千円



平成２９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

　　　　　　　　　　　　　　　　　１２，８００千円

　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　　　　　　　　　　　　　１２，８００千円



平成２９年２月市議会定例会提出案件資料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　建　築　課

当初

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

城前団地建替事業費

（第３・４期実施設計業務

　委託）

　

８　土木費　５　住宅費　２　住宅建設費

　　　　　　　　　　　　　　　　　３４，５００千円

　城前団地建て替えの推進にあたり、第３期公営住宅１棟

１４戸、及び第４期更新住宅１棟１６戸の実施設計業務の

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　　　　　　　　　　　　　３４，５００千円



平成２９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

　　　　　　　　　　　　　　　　３３２，２００千円

　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　　　　　　　　　　　　３３２，２００千円

〔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２９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

　　　　　　　　　　　　　　　　５９８，０８９千円

　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　　　　　　　　　　　１５１，４４５千円

　委託料　　　　　　　　　　　　４１５，７９３千円

　工事費　　　　　　　　　　　　　　７，０００千円

　備品購入費　　　　　　　　　　　２３，８５１千円



平成２９年２月市議会定例会提出案件資料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　危機管理課

当初

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

防災対策費

（ハザードマップ全戸

　配布）

　

９　消防費　１　消防費　５　防災諸費

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１，５６０千円

　阿賀川の浸水想定の見直しや新たな土砂災害警戒区域の

指定、磐梯山火山ハザードマップに関する情報等によりハ

ザードマップの更新並びに全戸配布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（ハザードマップ印刷）　　　　１，４１１千円

　配布委託料　　　　　　　　　　　　　　　１４９千円



平成２９年２月市議会定例会提出案件資料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　危機管理課

当初

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

防災対策費

（災害時用備蓄品整備）

　

９　消防費　１　消防費　５　消防諸費

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５，６７３千円

　災害時用備蓄品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　　　　　　　　　　　　　　５，６７３千円

　　・毛布　　　　　　　４３０枚

　　・簡易トイレ　　　　　４９組

　　・特設公衆電話　　　　５１台



平成２９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

　　　　　　　　　　　　　　　　　　６１，０１０千円

　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　　　　　　　　　　　　　　１，４３０千円

　測量設計委託料　　　　　　　　　　　　　５５０千円

　産業廃棄物処理等委託料　　　　　　　　　　３４千円

　工事費　　　　　　　　　　　　　　１３，７３２千円

　消防ポンプ自動車等購入費　　　　　３１，５６９千円

　消火栓新設等負担金　　　　　　　　１３，６９５千円



平成２９年２月市議会定例会提出案件資料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　企画調整課  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

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　 　６，９００千円

　次代を担う人材育成を図るため、学びと交流の場として

の「未来人財育成塾」の実施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　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　６，９００千円



平成２９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

友好都市交流経費

　

２　総務費　１　総務管理費　８企画費

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３，９４９千円

　友好都市である中華人民共和国湖北省荊州市との交流を

通し、友好と交流関係の強化・発展により、両市の繁栄を

促進するため、従来から継続してきた、青少年書画交流事

業及び技術研修生受入事業補助金に加え、荊州市より申出

があった、本市からの荊州市訪問と、荊州市からの市民友

好訪問団受入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〕

　青少年書画交流　　　　　　　　　　　　　　５０千円

　技術研修生受入事業補助金　　　　　　　　４１４千円

　荊州市訪問　　　　　　　　　　　　　１，２８５千円

　荊州市市民友好訪問団受入事業負担金　２，２００千円



平成２９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

自治基本条例推進事業費 ２　総務費　１　総務管理費　８　企画費

　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７４６千円

　自治基本条例に規定した事項の推進により、自治による

自主自立のまちづくりの実現を図るため、条例の実効性を

高める取組及び地域における活動の促進に要する経費等に

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（アドバイザー謝礼等）　　　　２４６千円

　地域活動事業負担金　　　　　　　　　　５００千円



平成２９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

まちの拠点整備事業費 ２　総務費　１　総務管理費　８　企画費

　　　　　　　　　　　　　　　　　　１２，２８８千円

　「市役所庁舎の整備」にあたり、既存庁舎の各種状況調

査及び保存活用手法の検討、さらには庁舎整備に向けた行

動計画の作成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　　　　　　　　　　　　　　１，２８８千円

　本庁舎保存活用計画及び庁舎整備行動計画作成等

　業務委託料　　　　　　　　　　　　１１，０００千円

　（本庁舎の耐震・耐力度調査を含む）



平成２９年２月市議会定例会提出案件資料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　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）

　

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２９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

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ７００千円

　住民参加によるまちづくりを推進するとともに、住民自

らによる地域の身近な課題等の解決に向け、北会津・河東

地域の「地域づくり委員会」が行う、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）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ７００千円

〔主な事業内容〕

○　委員会自らの発案による実践事業

○　地域の団体等の活動に対する支援事業

○　広報紙の発行による広報活動

○　活動報告会・研修会等の開催　　　　　等



平成２９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

市民憲章推進事業費

　
２　総務費　１　総務管理費　１４　諸費

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　６５８千円

　平成３０年度に予定されている市民憲章制定５０周年に

向け、啓蒙運動や記念事業実施のための事前準備など、市

民憲章推進委員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〕

　事務費等　　　　　　　　　　　　　　　　　４８千円

　市民憲章推進事業補助金　　　　　　　　　６１０千円

　

　



平成２９年２月市議会定例会提出案件資料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　総　務　課

当初

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

ふるさと寄附金に要する経

費
２　総務費　１　総務管理費　１　一般管理費

　　　　　　　　　　　　　　　　　　１２，０４９千円

　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　　　　　　　　　　　　　２，０５９千円

　返礼品発送業務委託料　　　　　　　９，９９０千円

　



平成２９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）

　

１款（議会費）から１０款（教育費）まで

　　　　　　　　　　　　　　７，０５８,８７５千円

　平成29年 1月 1日現在に在職する職員をもとに平成29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。

１　特別職　４名分

　（市長、副市長、常勤監査委員、教育長）

　　２節　給料      ３５,１８４千円

    ３節　職員手当等      １１,６１８千円  

    ４節　共済費        ８,５８５千円  

　　　　　合　計      ５５,３８７千円・・（Ａ）

　

２　一般職　878名分

    ２節　給料 ３,４５９,４７５千円

    ３節　職員手当等 ２,４１５,２９９千円

    ４節　共済費 １,１２８,７１４千円

          合　計 ７,００３,４８８千円･･（Ｂ）

　 （Ａ）＋（Ｂ） ＝ ７,０５８,８７５千円  ･･･（Ｃ）

（参考）

　Ⅰ 特別会計分 95名分　※水道事業会計除く　

    ２節　給料    ３８７,２３５千円

    ３節　職員手当等    ２３３,４５８千円

    ４節　共済費    １２４,９２９千円

          合　計    ７４５,６２２千円…（Ｄ）

　  　

　Ⅱ　一般会計 + 特別会計

　　　　合計（Ｃ）+（Ｄ）＝７,８０４,４９７千円　



平成２９年２月市議会定例会提出案件資料

当初

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

「地方創生」枠対象事業 　２款　総務費、　６款　農林水産業費、　７款　商工費、

１０款　教育費

　　　　　　　　　　　　　　　　１８０，２５４千円

　地方創生を推進するため、関連事業にかかる経費につい

て、予算措置しようとするものです。

【事業内訳】

　○事業費　　１８０，２５４千円

　　（財源）国庫支出金

　　　　　　　地方創生推進交付金　８９，２２１千円

　　（財源）県補助金

　　　　　　　地域少子化対策重点推進交付金

　　　　　　　　　　　　　　　　　　１，３００千円

　○事業数　　１４事業

　　※各事業の事業費及び詳細は、別紙のとおり　



○「地方創生」枠対象事業詳細

【地方創生推進交付金】

1 事業名 地方創生推進事業費　（訪問介助理美容拠点事業） 協働・男女参画室

事業費 ２款 総　務　費　 １項 総務管理費 ８目 企　画　費

2 事業名 地方創生推進事業費（サテライトオフィス誘致事業） 企画調整課

事業費 ２款 総　務　費 １項 総務管理費 ８目 企　画　費

3 事業名 地方創生推進事業費（地域資源を活かしたまちづくり実践事業） 企画調整課

事業費 総　務　費 総務管理費 企　画　費

4 事業名 地方創生推進事業費（デジタル情報プラットホーム整備事業） 企画調整課

事業費 ２款 総　務　費 総務管理費 ８目 企　画　費

5 事業名 企画調整課

事業費 ２款 総　務　費 １項 総務管理費 ８目 企　画　費

6,000 千円

〔事業概要〕
　
　市と(一社)会津理容美容協会が連携し、高等専修学校(AIZUﾋﾞｭｰﾃｨｰ
ｶﾚｯｼﾞ）を活用した子どもの屋内遊び場と介護・子育て相談の機能を備え
た地域内交流拠点を設置し、託児と介助が可能な理美容施術を行うこと
で、高付加価値なサービスの人材育成、しごとづくり、多世代交流を図る
。

〔経費内訳〕
　・訪問介助理美容拠点業務委託料
　　　　　　　　　　　　　　　 6,000千円

〔財源〕
　国庫支出金　　　　　　　3,000千円

29,500 千円

〔事業概要〕

　市長公舎の蔵部分解体後の敷地を活用し、新たなサテライトオフィスの
整備・運営を業務委託により実施する。
　市内の空き家・古民家等を活用して整備したサテライトオフィスの運営
を継続し、首都圏等のＩＣＴ企業等の本市への移転を促進する。

〔経費内訳〕
　・サテライトオフィス整備・運営
　　委託料　　　　　　　　 26,500千円
　・サテライトオフィス誘致事業
　　負担金　　　　　　　　　3,000千円

〔財源〕
　国庫支出金　　　　　　 14,750千円

２款 １項 ８目 5,038 千円

〔事業概要〕

　第７次総合計画の具現化として、市民意見を組み入れながら、「まちの
拠点をつなぐ通りの形成」、「地域内情報メディアを活かした情報提供の
あり方」、「インバウンド対策を含むこれからの国際交流」のテーマについ
て、まちづくりを実践する取組を行う。

〔経費内訳〕
　・地域資源を活かしたまちづくり支援
　　業務委託料　　　　　　4,320千円
　・事務費等　　　　　　　　 718千円

〔財源〕
　国庫支出金　　　　　　　2,519千円

１項 4,000 千円

〔事業概要〕
　
　個人の属性に合わせて推奨される情報を表示するポータルサイト「会
津若松＋（プラス）」の維持、機能の拡充等を行い、市民の利便性の向上
を図るとともに、活用を促進する。

〔経費内訳〕
　・デジタル情報プラットホーム整備
　　事業負担金　　　　　　4,000千円

〔財源〕
　国庫支出金　　　　　　　2,000千円

地方創生推進事業費（デジタルＤＭＯ整備事業）

12,000 千円

〔事業概要〕

　本市を含む会津地域７市町村との広域連携のもと、ＩＣＴを活用し、外国
人の国籍別に推奨される観光コンテンツを表示するインターネット上の基
盤「デジタルＤＭＯ」の運営を継続する。さらに、地域ブランディングの向
上と新たな人の流れの創出を図るため、地域の潜在的な魅力あるコンテ
ンツを掘り起し、効果的なプロモーション事業を実施する。

〔経費内訳〕
　・デジタルＤＭＯ整備事業負担金
　　　　　　　　　　　　　　 12,000千円

〔財源〕
　国庫支出金　　　　　　　6,000千円



6 事業名 地方創生推進事業費（デジタル未来アート事業） 企画調整課

事業費 ２款 総　務　費 １項 総務管理費 ８目 企　画　費

7 事業名 地域振興費　（會津熱中塾事業） 地域づくり課

事業費 ２款 総　務　費　 １項 総務管理費 ８目 企　画　費

8 事業名 地域振興費　（地域産業資産利活用推進調査事業） 地域づくり課

事業費 ２款 総　務　費　 １項 総務管理費 ８目 企　画　費

9 事業名 地域づくり課

事業費 ２款 総　務　費　 １項 総務管理費 ８目 企　画　費

10 事業名 農業情報化推進事業費（スマートアグリ導入支援事業） 農政課

事業費 ６款 農林水産業費 １項 農　業　費 ３目 農業振興費

16,000 千円

〔事業概要〕

　デジタルテクノロジーを展開するチームラボや会津大学、地元ＩＣＴ企業
等との連携により、デジタルアートやプログラミング体験など先端技術に
触れる場を創出し、子ども達がＩＣＴについて楽しみながら学ぶことのでき
る機会を提供するなど、子育て環境の充実、ＩＣＴへの興味関心の向上、
地元ＩＣＴ企業のしごとづくりを図る。

〔経費内訳〕
　・デジタル未来アート事業負担金
　　　　　　　　　　　　　　 16,000千円

〔財源〕
　国庫支出金　　　　　　　8,000千円

3,000 千円

〔事業概要〕

　全国及び地域内の学習意欲の高い社会人を対象に、生涯学習の場を
提供する山形県高畠町の「熱中小学校」の取組と連携した會津熱中塾の
運営を支援しながら、サテライトオフィスのネットワークを活かして新たな
人の流れを創出し、講座や実習を通して人材育成を図り、サービスの高
付加価値化や企業誘致等につなげる。

〔経費内訳〕　
　・會津熱中塾事業推進協議会
　　負担金　　　　　　　　　3,000千円

〔財源〕
　国庫支出金　　　　　　　1,500千円

1,000 千円

〔事業概要〕

　地域の産業資源・資産に視点をあて、会津地域独自のテーマ性を持っ
た広域連携による新たな観光需要に結びつけていくことで、本市の魅力
をＰＲするとともに、交流人口の増加を図る。

〔経費内訳〕
　・産業資産利活用推進協議会
　　負担金　　　　　　　　　1,000千円

〔財源〕
　国庫支出金　　　　　　　　 500千円
　　　　　　　

ICTを活用した中山間地域づくり事業費

42,000 千円

〔事業概要〕

　中山間地域の活力向上のための手法の１つとして、生活支援（情報配
信）システムの構築、通信網の整備、デマンド型乗合自動車の導入と運
用などの「中山間地域づくり生活支援システム」の構築・運用により、中山
間地域のコミュニティづくりを推進する。

〔経費内訳〕
　・中山間地域生活支援システム構築
　　等業務委託料　　　　38,000千円
　・中山間地域内交通実証運行等業
　　務委託料　　　　　　　　3,273千円
　・事務費等　　　　　　　　　 727千円

〔財源〕
　国庫支出金　　　　　　 21,000千円

16,000千円

〔事業概要〕

　市内生産者に対し、ＩＣＴを活用した養液土耕栽培設備の導入を支援
することで、出荷量の増加、品質の向上及び作業の省力化を図り、施設
園芸農家数の増加や経営規模の拡大を目指す。

〔経費内訳〕
　・スマートアグリ導入支援事業
　　補助金　　　　　　　　 16,000千円

〔財源〕
　国庫支出金　　　　　　　8,000千円



11 事業名 次世代型食品生産トライアル事業費 商工課

事業費 ７款 商　工　費 １項 商　工　費 ２目 商工業振興費

12 事業名 ＩＣＴオフィス環境整備事業費 企業立地課

事業費 ７款 商　工　費 １項 商　工　費 ２目 商工業振興費

13 事業名 地域とつながる教育支援事業費 学校教育課

事業費 教　育　費 １項 教育総務費 ３目 指導研究費

【地域少子化対策重点推進交付金】

1 事業名 地方創生推進事業費　（結婚支援事業） 協働・男女参画室

事業費 ２款 総　務　費　 １項 総務管理費 ８目 企　画　費

9,904千円

〔事業概要〕

　産学官の連携を図り、次世代の食品産業の基盤となる農産物生産の高
付加価値化事業に取り組む。
　・東京農業大学の知見とＩＣＴ等を活用した農産物の試験栽培
　・生産データ収集、解析とそれらに基づく技術の実証
　・東京農業大学の知見とＩＣＴ等を活用した物流・流通における
　　鮮度保持等試験
　・物流・流通データの収集、解析
　・売り場での評価、消費動向調査

〔経費内訳〕
　・桜咲く会津プロジェクト実行委員会
　　特別負担金　　　　　　9,904千円

〔財源〕
　国庫支出金　　　　　　　4,952千円

32,000 千円

〔事業概要〕

　新たな人の流れと雇用の創出、若年層の地元定着に向け、首都圏に
おいて企業誘致セミナーを開催するとともに、ホルダー企業が実施するＩ
ＣＴオフィスへの企業誘致活動を支援し、ＩＣＴ関連企業の誘致促進、集
積を図る。

〔経費内訳〕
　・ＩＣＴオフィス環境整備事業補助金
　　　　　　　　　　　　　　 30,000千円
　・事務費等　　　　　　　　2,000千円

〔財源〕
　国庫支出金　　　　　　　16,000千円

10款 2,000千円

〔事業概要〕

　「会津若松＋（プラス）」と連携し、学校と家庭をつなぐツールとして開発
した行事管理アプリ「あいづっこ＋（プラス）」の機能を追加・拡充すること
で、更なる利便性の向上を図るとともに、その活用を促進する。

〔経費内訳〕
　・地域とつながる教育システムサポー
　　ト等業務委託料　　　　2,000千円

〔財源〕
　国庫支出金　　　　　　　1,000千円

1,812 千円

〔事業概要〕
　
　若者の結婚に関する意識や企業・団体等の取組状況等の調査を行うと
ともに、本市における結婚支援の方向性等について関係機関、団体等と
連携し検討する機会を設ける。
　また、結婚を希望する独身男女向けの自己啓発セミナーを実施するほ
か、これまで育成した人材（現代版仲人・イベントスタッフ）の持続的な活
動に向けた学習の機会を提供する。

〔経費内訳〕
　・若者の結婚に関する意識調査等
　　業務委託料　　　　　　　1,000千円
　・事務費等　　　　　　　　　　812千円

〔財源〕
　県支出金　　　　　　　　1,300千円



平成２９年２月市議会定例会提出案件資料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国保年金課

当初

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

国民健康保険特別会計

　

歳入歳出予算総額　　　　　　１４，５９０，９６１千円

　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　　　　　２，４７５，２６８千円

　　国庫支出金　　　　　　　３，４７３，７６９千円

　　県支出金　　　　　　　　　　６７１，７０７千円

　　前期高齢者交付金　　　　２，９３１，９６５千円

　　共同事業交付金　　　　　３，４００，７３２千円

　　繰入金　　　　　　　　　１，２３７，０８０千円

　　その他　　　　　　　　　　　４００，４４０千円

　　　　合　計　　　　　　１４，５９０，９６１千円

（歳出）

　　総務費　　　　　　　　　　　４１９，１７０千円

　　保険給付費　　　　　　　８，４２２，２８８千円

　　後期高齢者支援金等　　　１，５３１，６５５千円

　　介護納付金　　　　　　　　　６５４，３９６千円

　　共同事業拠出金　　　　　３，３８６，４３０千円

　　保健事業費　　　　　　　　　１３３，３５３千円

　　その他　　　　　　　　　　　　４３，６６９千円

　　　　合　計　　　　　　１４，５９０，９６１千円



平成２９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　　　　　　　　　　１１，６６２千円

　本年度の予算は、簡易水道の維持管理に要する経費及び

地方公営企業法適用事業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）

　　水道加入金 　                           １千円

　　水道料金　　　　　　　　　　　　１，４６１千円　

　　水道手数料　　　　　　　　　　　　　　　１千円

　　督促手数料　　　　　　　　　　　　　　　１千円

　　一般会計繰入金　　　　　　　　　４，５２８千円

　　繰越金　　　　　　　　　　　　　　　９６９千円

　　雑入　　　　　　　　　　　　　　　　　　１千円

　　市債　　　　　　　　　　　　　　４，７００千円

　　　　計　　　　　　　　　　　　１１，６６２千円

（歳出）

　　一般管理費　　　　　　　　　　　８，９３２千円

　　営繕費　　　　　　　　　　　　　２，１０６千円

　　利子　　　　　　　　　　　　　　　　　２４千円　

　　予備費　　　　　　　　　　　　　　　６００千円

　　　　計　　　　　　　　　　　　１１，６６２千円



平成２９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  　　　　　　　　　１０，１６０千円

　本年度の予算は、簡易水道の維持管理に要する経費及び

地方公営企業法適用事業費が主なるものであり、使用料、

繰越金、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　　　　　　　　　　　　２，３５１千円　

　　水道手数料　　　　　　　　　　　　　　　１千円

　　督促手数料　　　　　　　　　　　　　　　１千円

　　繰越金　　　　　　　　　　　　　３，１０５千円

　　雑入　　　　　　　　　　　　　　　　　　１千円

　　市債　　　　　　　　　　　　　　４，７００千円

　　　　計　　　　　　　　　　　　１０，１６０千円

（歳出）

　　一般管理費　　　　　　　　　　　７，６２１千円

　　営繕費　　　　　　　　　　　　　　　９７２千円

　　利子　　　　　　　　　　　　　　　　　２４千円　

　　予備費　　　　　　　　　　　　　１，５４３千円

　　　　計　　　　　　　　　　　　１０，１６０千円



平成２９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　　　　　　　３５０，３２４千円

　本年度の予算は、廊下橋改修工事、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　　　　　　５８，４９８千円

○若松城天守閣干飯櫓北側壁面改修工事  ７，７３２千円

○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）

○廊下橋改修工事　　　　　　　　　１５０，０００千円

（歳入）

事業収入　　　　　　１６４，７２１千円

使用料及び手数料　　　　　　３５３千円

国庫補助金　　　　　　７８，８６６千円

財産収入　　　　　　　　　　　４０千円

繰入金　　　　　　　　９６，６００千円

繰越金　　　　　　　　　３，０００千円

　諸収入　　　　　　　　　６，７４４千円

　　　　　　計　　　　　　  ３５０，３２４千円

（歳出）

総務費　　　　　　　　８０，１６４千円

若松城天守閣費　　　　９８，５２０千円

若松城整備費　　　　１６６，８２９千円

麟閣費　　　　　　　　　１，６０３千円

駐車場費　　　　　　　　１，２０８千円

予備費　　　　　　　　　２，０００千円

　　　 計             ３５０，３２４千円



平成２９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　　　　　　３，８８９，７００千円

　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及び

更新、施設の維持管理に要する経費、地方公営企業法適用

事業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　　　　　　　６１，６７７千円

　　使用料及び手数料　　　　１，６７８，４６１千円

　　国庫支出金　　　　　　　　　５００，４２５千円

　　県支出金　　　　　　　　　　　　９，４７２千円

　　一般会計繰入金　　　　　　　７０２，０８５千円

　　市債　　　　　　　　　　　　９１０，９００千円

　　その他　  　　　　　　　　　　　２６，６８０  千円  

　      計　　　　　　　　　３，８８９，７００千円

（歳出）

　　下水道総務費　　　　　　　　１６９，８２４千円

　　下水道建設費　　　　　　１，５９１，９８７千円

　　下水道管理費　　　　　　　　５７２，０６５千円

　　公債費　　　　　　　　　１，５５２，８２４千円

　　予備費  　　　　　　　　　　　　　３  ，０００千円  

　　　　計　　　　　　　　　３，８８９，７００千円　



平成２９年２月市議会定例会提出案件資料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　農　政　課

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　　　　　　　　　１２４，７８１千円

　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　　　　　　　　　８１，１１５千円

　　一般会計繰入金　　　　　　　４０，６１１千円

　　繰越金　　　　　　　　　　　　３，０００千円

　　諸収入　　　　　　　　　　　　　　　５５千円　

　　　　計　　　　　　　　　　１２４，７８１千円

（歳出）

　　管理運営費　　　　　　　　　９４，３０５千円

　　　事務費等　　　　　　　　　　２，９１４千円

　　　委託料　　　　　　　　　　７０，０５７千円

　　　使用料及び賃借料　　　　　　　　１４４千円

　　　工事費　　　　　　　　　　２１，１９０千円

　　公債費　　　　　　　　　　　２９，４７６千円

　　予備費　　　　　　　　　　　　１，０００千円　

　　　　計　　　　　　　　　　１２４，７８１千円



平成２９年２月市議会定例会提出案件資料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　区画整理  課  

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　　　　　　　 １，１７９，１２５千円

　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　　　　　　　　　　　　４０千円

　　国庫支出金　　　　　　　　　　　７０，０００千円

　　一般会計繰入金　　　　　　　  ７６４，６２３千円

　　繰越金　　　　　　　　　　　　　３０，０００千円

　　諸収入　　　　　　　　　　　  １２０，０６２千円

　　市債　　　　　　　　　 　　　   １０４，４００千円  

　　　　計　　　　　　　　　  １，１７９，１２５千円　

（歳出）

　　土地区画整理事業費　　　　　　５２４，２４７千円　

　　公債費　　　　　　　　　　　　６５１，８７８千円

　　予備費　　　　　　　　　　　　　　３，０００千円

　　  計　　　　　　　　　　  １，１７９，１２５千円　



平成２９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　　　　　　　　　２９７，０００千円

　本年度の予算は、施設の維持管理及び長寿命化に向けた

取組に要する経費並びに地方公営企業法適用事業費が主な

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　　　　　　　　１，５００千円

　　使用料及び手数料　　　　　　　４７，４２５千円

　　国庫支出金　　　　　　　　　　１４，０００千円

　　一般会計繰入金　　　　　　　２１３，６４６千円

　　市債　　　　　　　　　　　　　１５，４００千円

　　その他　  　　　　　　　　　　　　５，０２９  千円  　

    　　計　　　　　　　　　　　２９７，０００千円　

（歳出）

　　総務管理費　　　　　　　　　　２３，９２３千円

　　建設費　　　　　　　　　　　　２９，５６９千円

　　管理費　　　　　　　　　　　　７３，８１２千円

　　公債費　　　　　　　　　　　１６８，６９６千円

　　予備費　  　　　　　　　　　　　　１，０００  千円  

　　　　計　　　　　　　　　　　２９７，０００千円　



平成２９年２月市議会定例会提出案件資料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高齢福祉課

当初

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

介護保険特別会計 歳入歳出予算総額　　　　　　１１，１１７，３１１千円

　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　　　　　　　　　２，３１２，１０９千円

　国庫支出金　　　　　　　２，６５６，６５４千円

　支払基金交付金　　　　　２，９１２，５８４千円

　県支出金　　　　　　　　１，５７４，０１３千円

　一般会計繰入金　　　　　１，６６０，９９５千円

　その他  　　  　　　　　  　　　　　　　　９５６千円  　

　　　　　計　　　　　　１１，１１７，３１１千円

（歳出）　　　　　　　　　　　　　　　　　

　総務費　　　　　　　　　　　２９３，６７９千円

　保険給付費　　　　　　　９，９４０，２８３千円

　地域支援事業費　　　　　　　６６９，５１６千円

　基金積立金　　　　　　　　　２０７，６３１千円

　その他  　　　　　　　　　　  　　  　６，２０２  千円  

　　　　　　　計　　　　　　１１，１１７，３１１千円　



平成２９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　　　　　　　　　３１２，１００千円

　本年度の予算は、浄化槽の設置及び維持管理に要する経

費並びに地方公営企業法適用事業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　　　　　　　　６，１９９千円

　　使用料及び手数料　　　　　　　４２，６４３千円

    国庫支出金　　　　　　　　　　１９，６３５千円

　　県支出金　　　　　　　　　　　　６，１４０千円

　　一般会計繰入金　　　　　　　１２０，４８２千円

　　市債　　　　　　　　　　　　１０７，０００千円

　　その他　  　　　　　　　　　　　１０，００１  千円  

    　　計　　　　　　　　　　　３１２，１００千円

（歳出）

　　総務管理費　　　　　　　　　　　６，４３４千円

　　施設整備費　　　　　　　　　１４５，８０８千円

　　施設維持管理費　　　　　　　１１９，７８８千円

　　公債費　　　　　　　　　　　　３９，５７０千円

　　予備費　　　　　　　　　　　　　　　５００千円

　　　　計　　　　　　　　　　　３１２，１００千円



平成２９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　　　　　　　　　１２４，９３２千円

　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　　　　　　 　　　 　１２４，９３２  千円  

　　　　計　　　　　　　　　  　１２４，９３２千円

（歳出）

　　宅地整備事業費　　　　　  　　１０，９４３千円

　　予備費　　　　　　　　　  　１１３，９８９  千円  

　　　　計　　　　　　　　　  　１２４，９３２千円



平成２９年２月市議会定例会提出案件資料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国保年金課

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　　　　　　　１，２４８，０８７千円

　本年度の予算は、後期高齢者医療広域連合への保険料納

付金及び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　　　　８８３，４４８千円

　　繰入金　　　　　　　　　　　３５７，５６１千円

　　その他　　　　　　　　　　　　　７，０７８千円

　　　　　計　　　　　　　　１，２４８，０８７千円

 （歳出）

　　 総務費　　　　　　　　　 　 　３８，９７０千円

　　 後期高齢者医療広域連合納付金

　　　　　　　　　　　　　 　１，２０４，０５１千円

　 　諸支出金　　　　　　　　　　　　４，０６６千円

　　 予備費　　　　　　　　　　　　　１，０００千円

　　　　　計　　　　　　　　 １，２４８，０８７千円　
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