
平成３０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・子育て支援事業費

　
３　民生費　２　児童福祉費　１　児童福祉総務費

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７，４３３千円

　保育士の業務負担の軽減を図るため、保育所等における

業務のＩＣＴ化のシステム導入費用及び事故防止のための

備品購入等の費用に対し補助する経費について、予算措置

しようとするものです。

〔経費内訳〕

　保育対策総合支援事業補助金　　　　　７，４３３千円

〔財源内訳〕

　保育対策総合支援事業費補助金（国）　４，９５５千円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　



平成３０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

２０１９春の観光誘客促進

事業費

　

　

７　商工費　１　商工費　３　観光費

　　　　　　　　　　　　　　　　　　２４，５００千円

　２０１９年のゴールデンウィークが１０連休となること

が見込まれることから、観桜期からゴールデンウィークま

での期間内の観光入込数の増加を図り、本市観光産業及び

地域経済の活性化につなげるため、鶴ヶ城を中心とした観

光誘客とまちなかに観光客を誘導する事業を官民連携によ

り実施する経費について、予算措置しようとするものです。

〔経費内訳〕

（仮称）２０１９春の観光誘客促進事業実行委員会負担金

　　　　　　　　　　　　　　　　　　２４，５００千円

〔主な事業〕

　(１) 誘客促進事業

　(２) 誘客宣伝事業

　(３) 渋滞対策事業

〔財源内訳〕

　観光施設事業特別会計繰入金　　　　１５，１６５千円



平成３０年１２月市議会定例会提出案件資料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　教育総務課

１２月補正

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

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

　　　　　　　　　　　　　　　　　　２３，２３０千円

　行仁小学校改築工事は、平成 31年度から平成 32年度ま

での期間で校舎と屋内運動場の改築工事を予定しています

が、屋上プールの設置に加え、狭あいな敷地の中で既存の

校舎を使用しながら行う特殊性のある工事であるため、円

滑に実施できるようグラウンド内の工作物等の撤去等工事

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〕

　工事請負費　　　　　　　　　　　　２３，２３０千円

　※全額、平成31年度へ繰越（繰越明許費）

〔財源内訳〕

　義務教育施設整備事業費債　　　　　２２，０００千円

　



平成３０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

重度心身障がい者医療費

　

３　民生費　１　社会福祉費　２　障がい者福祉費

    　　　　　　　　　　　　　　　　４２，６７５千円

　重度心身障がい者医療費の窓口無料化に伴い、助成額が

増加し、助成に要する経費に不足が生じる見込みであるこ

とから、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　　　　　　　 　 　　　　　４２，６７５千円

〔財源内訳〕

　重度障がい者支援事業費補助金（県）２１，３３７千円



平成３０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

ひとり親家庭医療費

　
３　民生費　２　児童福祉費　１　児童福祉総務費

　　　　　　　　　　　　　　　　　　１３，５０１千円

　ひとり親家庭医療費の窓口無料化に伴い、助成額が増加

し、助成に要する経費に不足が生じる見込みであることか

ら、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　　　　　　　　　　　　　　１３，５０１千円

〔財源内訳〕

　ひとり親家庭医療費補助金（県）　　　５，６５７千円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　



平成３０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

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　９，５５４千円

　新規事業所の開設等により、障がい児福祉サービスにお

ける利用者数及び利用日数が増加し、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　　　　　　　　　　　　　　　９，５５４千円

〔財源内訳〕

　障害児支援費負担金（国）　　　　　　４，７７７千円

　障がい児支援費負担金（県）　　　　　２，３８８千円



平成３０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　△　９１，０６７千円

　平成30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30年 12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 １６千円  

        合　計 １６千円  ･･･（Ａ）

　

２　一般職　

      給料 　△４６，４４９千円

      職員手当等   △３８，７４４千円

      共済費   △  ５，８９０千円

        合　計 　△９１，０８３千円　･･･（Ｂ）

　 （Ａ）＋（Ｂ） ＝ △　９１，０６７千円  ･･･（Ｃ）

（参考）

　Ⅰ 特別会計分　※水道事業会計除く　

      給料 　△　７，６２９千円

      職員手当等   △　２，７０９千円

      共済費   △　１，１９６千円

        合　計   △１１，５３４千円　　…（Ｄ）

　  　

　Ⅱ　一般会計 + 特別会計

　　　　合計（Ｃ）+（Ｄ）＝△１０２，６０１千円　



平成３０年１２月市議会定例会提出案件資料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　学校教育課

１２月補正

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

外国語指導助手派遣業務委託

〔債務負担行為〕

　　　　　　　　　　　

〔債務負担行為〕

　　　　　　　　　　　　限度額　１４８，２００千円

　外国語指導助手派遣業務の委託について、委託業者の

雇用の安定性を確保すること、また委託業務開始にかか

る準備期間を確保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。

〇期間　平成３０年度～平成３３年度

〇事業内容　全小中学校へのＡＬＴ派遣についての

　　　　　　業務委託



平成３０年１２月市議会定例会提出案件資料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　教育総務課

１２月補正

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

学校用務員代行業務委託

〔債務負担行為〕

　

〔債務負担行為〕

　　　　　　　　　　　　　　限度額　１９,　７３７千円

　平成３１年度から新たに業務委託する小中学校２校にお

ける、学校用務員代行業務の委託について、委託業者の雇

用の安定性を確保すること、また委託業務開始にかかる準

備期間を確保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。　

　　　　

○期間　平成３０年度～平成３３年度　

○事業内容　学校用務員業務の代行



平成３０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　１３，３００千円　

　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３０年度～平成３１年度

○事業内容　地区舗装工事　　　　１３，３００千円　

　　



平成３０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　　３６，３００千円

　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３０年度～平成３１年度

○事業内容　舗装修繕工事　　　　　　２９，３００千円

　　　　　　区画線標示工事　　　　　　７，０００千円

　　　　　　　　合　計　　　　　　　３６，３００千円



平成３０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　　２０，６００千円

　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30年度～平成31年度

○事業内容　　舗装等整備工事　　　２０，６００千円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　



平成３０年１２月市議会定例会提出案件資料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　道路建設課

１２月補正

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

都市計画街路事業

（会津若松駅中町線）

〔債務負担行為〕

　

〔債務負担行為〕

　　　　　　　　　　　　限度額　　６０，０００千円

　早期発注による公共工事の発注時期の平準化を図るため、

債務負担行為を設定するものです。

○期　　間　　平成30年度～平成31年度

○事業内容　　道路改良工事　　　 ６０，０００千円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　



平成３０年１２月市議会定例会提出案件資料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　水　道　部

１２月補正

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

水道事業会計

　

収益的収入

1水道事業収益　

1営業収益　3その他の営業収益　

3,200千円

収益的収入計　  3,200      千円  

収益的支出

1水道事業費用　1営業費用　1原水及び浄水費

△10,562千円

1水道事業費用　1営業費用　2配水及び給水費

△5,722千円

1水道事業費用　1営業費用　4業務費

△4,483千円

1水道事業費用　1営業費用　5総係費

16,758千円

1水道事業費用　2営業外費用　2消費税及び地方消費税

△173千円

収益的支出計　△  4,  182      千円  

　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、組織統合に要する経費について、下水道

事業特別会計からの負担金を財源として措置しようとする

ものです。

資本的支出

1資本的支出　1建設改良費　1浄水場改良費

△228千円

1資本的支出　1建設改良費　2配水設備改良費

△410千円

資本的支出計　△  638      千円  

　職員人件費の調整に要する経費について、所要の措置を

講じるものです。



平成３０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

　

　
〔歳出〕

　１　総務費　１　総務管理費　１　一般管理費
　　　　　　　　　　　　　　　　　△１５，６６５千円

　２　若松城天守閣費　１　天守閣事業費　１　運営費
　　　　　　　　　　　　　　　　　　１５，１６５千円

　６　予備費　１　予備費　１　予備費

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５００千円

　人事異動に伴う職員人件費の調整に要する経費のほか、

２０１９春の観光誘客促進事業費の財源とするため、一般

会計に繰出する経費について、予算措置しようとするもの

です。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　



平成３０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３０年度～平成３１年度

　○限度額　　１０，０００千円

　桜の開花時期に合わせ、桜、石垣、濠などをライトアッ

プすることにより、史跡若松城跡の魅力を向上させ、春の

風物詩として市民に広く親しんでもらうとともに、動画を

作成し観光ＰＲ等に活用することで、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３１年度当初から直ちに実施するために、本年度中

に契約手続きを完了する必要があることから、債務負担行

為を設定するものです。

〔経費内訳〕

　・ライトアップ業務委託　　　９，０００千円　

　・動画撮影業務委託　　　　　１，０００千円

〈平成３０年度〉 

　　平成３１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３１年度〉 　　　

　　平成３１年４月 ライトアップ実施



平成３０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

　

（歳入）

５繰入金　１一般会計繰入金　１一般会計繰入金

　　　　　　　　　　　　　　　　　△５，６８０千円

（歳出）

１下水道事業費　１下水道総務費　１一般管理費

　　　　　　　　　　　　　　　　　　１，９２３千円

１下水道事業費　２下水道建設費　１建設費

　　　　　　　　　　　　　　　　　△６，８５４千円

１下水道事業費　３下水道管理費　１維持管理費

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　△７４９千円

　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　計　△５，６８０千円

　今回の補正予算は、平成３０年１月１日に在職する職員

をもとに予算化した人件費と、平成３０年１２月１日現在

で見込まれる人件費との差額、並びに平成３２年４月１日

水道部との組織統合に向けた準備に要する経費について、

所要の措置を講じようとするものです。

〔内訳〕

　職員人件費　　　　　　　　　　△８，８８０千円

　水道事業会計負担金　　　　　　　３，２００千円

　



平成３０年１２月市議会定例会提出案件資料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　下水道課

１２月補正

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

下水道事業特別会計

　

建設改良事業

〔債務負担行為〕

　　　　　　　　　　　　　限度額　５８，４７０千円

　

　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３０年度～平成３１年度

 ○事業内容　公共下水道管埋設工事　 ４９，６８０千円

             公共下水道舗装本復旧工事 ２，７９０千円

　　　　　　 公共汚水ます設置工事　   ６，０００千円

　　　　　　　　　　　　　　　計　　５８，４７０千円
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