
平成２９年１２月市議会定例会提出案件資料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　市　民　課

１２月補正

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

住民基本台帳事務費

　

２　総務費　３　戸籍住民基本台帳費　１　戸籍住民基本台帳費

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３，３７５千円

 女性活躍推進等に対応した旧氏の表記など、マイナンバー

カード等への記載事項の充実を図るためのシステム改修等

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〕

　システム改修等委託料　　　　　　　　３，３７５千円

〔財源内訳〕

　番号制度システム整備費補助金（国）　３，３７５千円

　



平成２９年１２月市議会定例会提出案件資料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　市　民　課

１２月補正

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

住民基本台帳ネットワーク

システム事業費

　

２　総務費　３　戸籍住民基本台帳費　１　戸籍住民基本台帳費

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２，３２８千円

 女性活躍推進等に対応した旧氏の表記など、マイナンバー

カード等への記載事項の充実を図るためのシステム改修等

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〕

　システム改修等委託料　　　　　　　　２，３２８千円

〔財源内訳〕

　番号制度システム整備費補助金（国）　２，３２８千円

　



平成２９年１２月市議会定例会提出案件資料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　障がい者支援課

１２月補正

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

障がい者福祉総務費

　

３　民生費　１　社会福祉費　２　障がい者福祉費　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　４，１５８千円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため

の法律の改正及び、日本年金機構との情報連携開始に伴う

番号制度の改正に係る障がい者福祉システムの改修に要す

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〕

　　法改正に伴うシステム改修業務委託料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　１，６２０千円

　　番号制度改正に伴うシステム対応作業業務委託料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　２，５３８千円

〔財源内訳〕

　　障害者総合支援事業費補助金（国）　　　８１０千円

　　番号制度システム整備費補助金（国）１，６９２千円



平成２９年１２月市議会定例会提出案件資料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　農業委員会事務局

１２月補正

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

委員関係費

　

６　農林水産業費　１　農業費　１　農業委員会費　

１，７７６千円

　農業委員及び農地利用最適化推進委員の報酬の財源とし

て農地利用最適化交付金が交付されることに伴い、委員報

酬の増額について、予算措置しようとするものです。

〔経費内訳〕

　報酬　　　　　　　　　　 　　　　　　１，７７６千円

　（内容）

　 農業委員会会長          1人×6千円×8月＝ 48千円

　 農業委員　　　         18人×6千円×8月＝864千円

　 農地利用最適化推進委員 18人×6千円×8月＝864千円

　 合計　　　　　　　　　      　　　  　　1,776千円

　　　　　　　　　　

〔財源内訳〕

　農地利用最適化交付金（県）　　　　　１，７７６千円

　

　



平成２９年１２月市議会定例会提出案件資料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　スポーツ推進課

１２月補正

　　　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

５，０００千円　

　２０２０東京オリンピック・パラリンピック関連事業等

会津若松市推進協議会を設置し、タイ王国ボクシング代表

チームの事前キャンプ受入及び交流事業等を実施するため

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〕

２０２０東京オリンピック・パラリンピック関連事業等　

会津若松市推進協議会負担金　　　　　５，０００千円

　（内容）

　　・　キャンプ受入に係る経費　　　４，０４３千円

　　・　事務費　　　　　　　　　　　　　９５７千円

　（キャンプ実施予定時期）

　　・平成３０年２月または３月

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　



平成２９年１２月市議会定例会提出案件資料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　こども家庭課

１２月補正

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

子ども医療費 ３　民生費　２　児童福祉費　１　児童福祉総務費

　　　　　　　　　　　　　　　　　　８，７３６千円　

　子どもの健康増進を図るとともに、子育てに係る保護者

の経済的負担を軽減することを目的として保険診療の一部

負担金を助成する子ども医療費について、医療費の増額が

見込まれるため、扶助費の予算措置をしようとするもので

す。

〔経費内訳〕

　扶助費　　　　　　　　　　　　　　８，７３６千円

　　

〔財源内訳〕

　子ども医療費補助金（県）　　　　　１，９４６千円　

　



平成２９年１２月市議会定例会提出案件資料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　こども保育課

１２月補正

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

子どものための教育・保育

給付事業費

　

３　民生費　２　児童福祉費　１　児童福祉総務費

２４０，５４５千円

　子ども・子育て支援新制度に移行した保育所、認定こど

も園等へ支給する経費について、公定価格の単価や加算率

の改定及び処遇改善等加算項目の新設等に伴い、当初予算

額に対して不足する見込みであることから、不足分につい

て予算措置しようとするものです。　　　　　　　　　　

　

〔経費内訳〕

　保育所運営委託料　　　　　　　　１０２，９９２千円

　扶助費　　　　　　　　　　　　　１３７，５５３千円

〔財源内訳〕

　　子どものための教育・保育給付負担金（国）

　　　　　　　　　　　　　　　　　１１７，８３２千円

　　子どものための教育・保育給付負担金（県）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　６０，８９８千円

　

　



平成２９年１２月市議会定例会提出案件資料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　こども家庭課

１２月補正

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

障がい児支援費 ３ 民生費　２　児童福祉費　１　児童福祉総務費

　　　　　　　　　　　　　　　　　　２０，３９４千円

　障がい児福祉サービスにおける利用者数及び利用日数の

増加により、サービス給付に係る経費に不足が生じる見込

みであるため、扶助費の予算措置をしようとするものです。

〔経費内訳〕

　扶助費　　　　　　　　　　　　　２０，３９４千円

〔財源内訳〕

　障害児支援費負担金　（国）　 　 １０，１９７千円

　障がい児支援費負担金（県）　　　  ５，０９９千円



平成２９年１２月市議会定例会提出案件資料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　人  　  事  　課  

１２月補正

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

職員人件費

（一般会計）

　

１款（議会費）から１０款（教育費）まで

　　　　　　　　　　　　計　△　８３，６７４千円

　平成29年１月１日現在に在職する職員をもとに予算化し

た人件費と、平成29年 11月１日現在で見込まれる人件費

との差額を補正するものです。

１　特別職　

      共済費 １０６千円  

        合　計 １０６千円  ･･･（Ａ）

　

２　一般職　

      給料 　△３１，９８０千円

      職員手当等   △４９，３４０千円

      共済費   △  ２，４６０千円

        合　計 　△８３，７８０千円　･･･（Ｂ）

　 （Ａ）＋（Ｂ） ＝ △　８３，６７４千円  ･･･（Ｃ）

（参考）

　Ⅰ 特別会計分　※水道事業会計除く　

      給料 　△２２，３０７千円

      職員手当等   △１８，５５１千円

      共済費   △　８，３０８千円

        合　計   △４９，１６６千円　　…（Ｄ）

　  　

　Ⅱ　一般会計 + 特別会計

　　　　合計（Ｃ）+（Ｄ）＝△１３２，８４０千円　



平成２９年１２月市議会定例会提出案件資料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　農　林　課

１２月補正

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

砂塵防止事業

〔債務負担行為〕

　

〔債務負担行為〕

　　　　　　　　　　　　　　限度額　１９，６００千円

　早期発注による公共工事の発注時期の平準化を図るため、

債務負担行為を設定するものです。

○期間　平成２９年度～平成３０年度

○事業内容　地区舗装工事　１９，６００千円　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　



平成２９年１２月市議会定例会提出案件資料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　農　林　課

１２月補正

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

林道維持管理事業

〔債務負担行為〕

　

〔債務負担行為〕

　　　　　　　　　　　　　　限度額　２４，９００千円

　早期発注による公共工事の発注時期の平準化を図るため、

債務負担行為を設定するものです。

○期間　平成２９年度～平成３０年度

○事業内容　林道荒俣線落石防止工事　　Ａ＝1,400㎡

　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　



平成２９年１２月市議会定例会提出案件資料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　道路維持  課  

１２月補正

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

道路維持修繕事業

〔債務負担行為〕

　

〔債務負担行為〕

　　　　　　　　　　　　限度額　　３８，８００千円

　早期発注による公共工事の発注時期の平準化を図るため、

債務負担行為を設定するものです。

○期　　間　平成２９年度～平成３０年度

○事業内容　舗装修繕工事 　　　　 ３８，８００千円



平成２９年１２月市議会定例会提出案件資料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　道路建設課

１２月補正

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

市道舗装整備事業

〔債務負担行為〕

　

〔債務負担行為〕

　　　　　　　　　　　　限度額　　２３，１００千円

　早期発注による公共工事の発注時期の平準化を図るため、

債務負担行為を設定するものです。

○期　　間　　平成２９年度～平成３０年度

○事業内容　　舗装等整備工事　　　２３，１００千円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　



平成２９年１２月市議会定例会提出案件資料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　道路建設課

１２月補正

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

都市計画街路事業

（会津若松駅中町線）

〔債務負担行為〕

　

〔債務負担行為〕

　　　　　　　　　　　　限度額　　７０，０００千円

　早期発注による公共工事の発注時期の平準化を図るため、

債務負担行為を設定するものです。

○期　　間　　平成２９年度～平成３０年度

○事業内容　　道路改良工事　　　 ７０，０００千円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　



平成２９年１２月市議会定例会提出案件資料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国保年金課

１２月補正

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

国民健康保険特別会計 　今回の補正予算は、職員人件費の調整に要する経費につ

いて、所要の措置を講じるとともに、国の番号制度改正に

伴うシステム改修経費について、一般会計繰入金を財源と

して措置しようとするものです。

（歳入）

　一般会計繰入金　　　　　　　　　▲１，９４６千円

　　　　　　計　　　　　　　　　　▲１，９４６千円

（歳出）

　総務費　　　　　　　　　　　　　▲１，９４６千円

　　　　　　計　　　　　　　　　　▲１，９４６千円

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　



平成２９年１２月市議会定例会提出案件資料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　観　光　課

１２月補正

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

観光施設事業特別会計

〔債務負担行為〕

史跡若松城跡ライトアップ事業　

〔債務負担行為〕

　○期　間　　平成２９年度～平成３０年度

　○限度額　　９，０００千円

　桜の開花時期に合わせ、桜、石垣、濠などをライトアッ

プすることにより、若松城の魅力を向上させ、春の風物詩

として市民に広く親しんでもらうとともに、夜の城下町散

策の重要なポイントとして広く紹介し、観光誘客を図るも

のです。

　平成３０年度当初から直ちに実施するために、本年度中

に契約手続を完了する必要があることから、債務負担行為

を設定しようとするものです。

〈平成２９年度〉 

　　平成３０年１月 プロポーザル参加者募集公告

　　　　　　　２月 プロポーザル審査会

　　　　　　　　　 業務委託契約締結

　　　　　　　３月 受託者による着手準備

〈平成３０年度〉 　　　

　　平成３０年４月 ライトアップ実施

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　



平成２９年１２月市議会定例会提出案件資料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　下水道課

１２月補正

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

下水道事業特別会計

〔債務負担行為〕　

建設改良事業

〔債務負担行為〕

　　　　　　　　　　　　　限度額　７２，０００千円

　

　早期発注による公共工事の発注時期の平準化を図るため、

債務負担行為を設定するものです。

 ○期　　間　　平成２９年度～平成３０年度

 ○事業内容　　公共下水道管埋設工事 ６６，０００千円

　　　　　　　 公共汚水ます設置工事　 ６，０００千円

　　　　　　　　　　　　　　　計　　７２，０００千円



平成２９年１２月市議会定例会提出案件資料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高齢福祉課

１２月補正

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

介護保険特別会計

　

　

　今回の補正予算は、職員人件費の調整に要する経費、国

の番号制度改正及び介護保険制度改正に伴うシステム改修

費、介護事業所台帳管理システム導入経費であり、国庫補

助金、一般会計繰入金を財源として予算措置しようとする

ものです。

　　

（歳入）　　　　　　　　　　　　　　　　　

　国庫補助金　　　　　　　　　　　　２，５２４千円

　一般会計繰入金　　　　  　　　    ▲４，９６２千円  

　　　　　　計　　　　　　　　　　▲２，４３８千円

（歳出）　　　　　　　　　　　　　　　　　

　総務費　　　　　　　  　　 　 　▲２，４３８千円

　　　　　　計　　　　　　　  　　▲２，４３８千円
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