
平成３０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３０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

（ファミリー・サポート・

センター事業委託）

３　民生費　２　児童福祉費　１　児童福祉総務費

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７，８４６千円

　仕事と子育ての両立のための基盤を整備し、安心して子

育てができる環境づくりを行うため、育児を手助けしてほ

しい人と手助けしたい人との連絡調整、援助希望者への講

習会などを行い、保育施設等への送迎や病児・病後児も対

象にした一時預かりを行う子育て相互援助活動を実施し、

拡充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〕

　ファミリー・サポート・センター事業委託料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　７，８４６千円



平成３０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

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４，０９８千円

　「子ども未来基金」を活用し、地域における子ども・子

育てへの支援の充実・拡大を図るための事業を実施する団

体への助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　　　　　　　　　　　　　　　　　９８千円

　子ども未来基金事業助成金　　　　　　４，０００千円



平成３０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

（日新・門田こどもクラブ

　増設）

　

３　民生費　２　児童福祉費　１　児童福祉総務費

　　　　　　　　　　　　　　　　　１５，８２７千円　

　日新・門田こどもクラブのクラス増設に伴う整備及び運

営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〕

　需用費　　　　　　　　　　　　　　　　　４３２千円

　委託料　　　　　　　　　　　　　　１２，８７４千円

　工事請負費　　　　　　　　　　　　　１，８５８千円

　備品購入費　　　　　　　　　　　　　　　６６３千円



平成３０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・子育て支援事業費

（認定こども園施設整備

　交付金）

（保育所等整備交付金）

　

３　民生費　２　児童福祉費　１　児童福祉総務費

　　　　　　　　　　　　　　　　　３５９，４３１千円

　幼保連携型認定こども園へ移行するための施設整備及び

保育所移転に伴う施設整備を行う特定教育・保育施設に対

する交付金について、予算措置しようとするものです。

〔経費内訳〕

　認定こども園施設整備交付金　　　１４３，６０３千円

　保育所等整備交付金　　　　　　　２１５，８２８千円



平成３０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

　　　　　　　　　　　　　　　３，６７１，８５２千円

　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給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〕

　保育所運営委託料　　　　　　１，８６２，９５５千円

　扶助費　　　　　　　　　　　１，８０８，８９７千円



平成３０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

（５歳児発達相談事業）

　

４　衛生費　１　保健衛生費　２　予防費

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３２４千円

　軽度の発達障がいを早期に発見し、適切な支援・対応等

につなげていくため、５歳児に対する発達相談の実施に要

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　　　　　　　　　　　　　　　　３２４千円



平成３０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

　
 １０　教育費　２　小学校費　１　学校管理費

　　　　　　　　　　　　　　　　　　７３，１２８千円

 １０　教育費　３　中学校費　１　学校管理費

　　　　　　　　　　　　　　　　　１２４，０６０千円

　

　子どもたちが安全・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、耐震基本計画

の策定及び実施設計、また、耐震補強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〕

　○小学校費

　［委託料］

　　・神指小学校校舎西棟耐震基本計画策定業務

　　　　　　　　　　　　　　　　 　　４，５３８千円

　　・一箕小学校校舎南棟耐震補強工事実施設計

　　　　　　　　　　　　　　　　 　　６，６２０千円

　［工事費］

　　・神指小学校校舎東棟　　　 　　６０，９７０千円

　［事務費等］　　　　　　　　　 　　１，０００千円

　○中学校費

　［委託料］

　　・第六中学校校舎耐震基本計画策定業務

　　　　　　　　　　　　　　　　　 　７，０８１千円

　　・第五中学校校舎中央棟耐震補強工事実施設計

　　　　　　　　　　　　　　　　　 　２，６２０千円

　［工事費］

　　・一箕中学校校舎南・西・北棟 １１２，１４０千円　

　［事務費等］　　　　　　　　　　 　２，２１９千円　



平成３０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

（トイレ洋式化）

１０　教育費　２　小学校費　１　学校管理費

４４，１００千円　

１０　教育費　３　中学校費　１　学校管理費

３４，３００千円　

　教育環境の充実を図るため、小中学校のトイレを洋式化

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〕

　○小学校費　工事請負費　　　　　４４，１００千円

　○中学校費　工事請負費　　　　　３４，３００千円

　※洋式化工事実施予定校

　　・小学校　９校

　　　（城西小、謹教小、日新小、一箕小、神指小、

　　　　門田小、東山小、荒舘小、川南小）

　　・中学校　　７校

　　　（一中、三中、四中、五中、湊中、一箕中

　　　　大戸中）　

　



平成３０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

　　　　　　　　　　　　　　　　　　８１，１７７千円

　行仁小学校の改築に伴い、実施設計業務を委託するため

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〕

　実施設計業務委託料　　　　　　　７９，５７０千円

　事務費等　　　　　　　　　　　　　１，６０７千円

〔事業スケジュール〕

　平成２９年度

　　・整備方針策定　・地質調査

　　・基本設計（委託期間：平成３０年３月２０日まで）

　平成３０年度

　　・実施設計

　

　平成３１年度～平成３２年度

　　・校舎新築工事（２ヵ年継続事業）

　

　平成３３年度

　　・供用開始　

　　・旧校舎解体工事

　　・グラウンド整備工事



平成３０年２月市議会定例会提出案件資料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　教育総務課　あいづっこ育成推進室

当初

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

青少年健全育成事業費

(子どもまつり開催委託）

　

１０　教育費　４　社会教育費　３　青少年育成費

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２，１６２千円

　本市の子どもを主役に、創る喜び、聞く喜び、遊ぶ喜び

などの実体験を通して、お互いを理解し助け合いながら世

代の交流を深め、青少年の健全育成を図る目的で開催して

いる子どもまつりが、４０周年を迎えることから内容を充

実して開催する経費について、予算措置しようとするもの

です。

〔経費内訳〕

　子どもまつり開催委託料　　　　　　　２，１６２千円

　

〔開催概要〕　

　

　○開催日　　　平成３０年５月３日（木）

　○会　場　　　鶴ヶ城公園多目的広場・文化センター

　　　　　　　　及びその周辺

　○参加者数　　のべ参加者数　約１０，９００名

　　　　　　　　（平成２９年度実績）　

　　　　　　　　　



平成３０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

指導研究に要する経費

（部活動指導員）

１０　教育費　１　教育総務費　３　指導研究費

　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　１，５７４千円

　学校におけるスポーツ、文化、科学等に関する教育活動

に技術的な指導に従事する専門的知識・技術を持つ人材を

配置し、学校における部活動の指導体制の充実を図るた

め、部活動指導員の配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〕

　　部活動指導員報酬 　　　　　　　　１，０７６千円

　　事務費等　 　　　　　　　　　　　　　４９８千円 

　　

　



平成３０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

外国語指導助手等活用事業

費

１０　教育費　１　教育総務費　３　指導研究費　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　４３，７８６千円

　　　　

　新学習指導要領の目標に合わせた指導をするため、小学

校と中学校との接続を強化すべく外国語指導助手（ＡＬ

Ｔ）等の派遣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〕　

　　外国語指導助手等派遣業務委託料  ４３，７５１千円

    事務費等　　　　 　　　 　　　　　　　　３５千円



平成３０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

小中学校児童生徒各種大会

出場補助金

　

１０　教育費　１　教育総務費　３　指導研究費

　　　　　　　　　　　　　　　　　　２５，５１８千円

　保護者の負担軽減を図るとともに、児童生徒が各種大会

において活躍することができる教育環境を整備するため、

音楽大会、体育大会、英語弁論大会等の出場に要する費用

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。

　なお、助成対象経費における宿泊費について上限１泊

5,000円の基準から、地区大会及び県大会に出場する場合

5,000円、東北大会以上を6,000円に上限額を拡大するもの

です。

　

〔経費内訳〕

　小中学校児童生徒各種大会出場補助金

　　　　　　　　　　　　　　　　　２５，５１８千円　

　（内訳）

　　音楽大会・英語弁論大会　　　　１２，４８２千円

　　体育大会　　　　　　　　　　　１３，０３６千円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　



平成３０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

　　　　　　　　　　　　　　　　　　７９，３１５千円

　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〕 　

 　備品購入費（電子黒板等）　　　　５４，０５１千円

   事務費等　　　　　　　　　　　　２５，２６４千円

〔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３０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

　　　　　　　　　　　　　　　　　１７６，１７５千円

　會津風雅堂の音響設備、舞台幕類、照明器具、舞台床及

び受変電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〕　　

　工事請負費　　　　　　　　　　１７６，１７５千円



平成３０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

鶴ヶ城ハーフマラソン大会

事業費

（実行委員会負担金）

１０　教育費　６　保健体育費　１　保健体育総務費

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　６，５００千円

　本市の魅力と元気を全国に発信するとともに、スポーツ

を通した交流と地域活性化を図るため、大会開催に要する

経費について、予算措置しようとするものです。

〔経費内訳〕

　鶴ヶ城ハーフマラソン大会実行委員会負担金　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　６，５００千円

〔大会概要〕

　○開催日　　　平成３０年１０月７日（日）

　○会場　　　　あいづ陸上競技場及び市内

　○大会参加者　１０，０００名（目標）

　（※平成２９年度大会実績７，８９８名）



平成３０年２月市議会定例会提出案件資料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　農　政　課

当初

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

水田利活用推進事業費

（ＧＡＰ推進補助金）

　

６　農林水産業費　１　農業費　３　農業振興費

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１，２００千円

　本市農業者のＧＡＰ認証取得を推進するため、ICT機器

の活用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〕

　ＧＡＰ推進補助金　　　　　　　　　　１，２００千円

　



平成３０年２月市議会定例会提出案件資料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　農　政　課

当初

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

グリーンツーリズム支援事

業費

（食と農の景勝地推進協議

　会負担金）

６　農林水産費　１　農業費　３　農業振興費

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５００千円

　「農泊食文化海外発信地域」への認定を踏まえ、国協議

会（SAVOR　JAPAN推進協議会）と連携したインバウンドを

推進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〕

　食と農の景勝地推進協議会負担金　　　　５００千円



平成３０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

　

                             　　　４３，１３７千円

　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

の安全・安心に向けた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　　　   ４２，０７２千円

  農産物販路開拓・販売促進事業 　　１，０６５千円



平成３０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

　　　　　　　　　　　　　　　　　　１０，０００千円

　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、

「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　 　１０，０００千円



平成３０年２月市議会定例会提出案件資料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　農　政　課

当初

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

会津の夏まつり事業負担金

　

６　農林水産費　１　農業費　３　農業振興費

                                      

                                      １，０８２千円

　首都圏及び関西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〕

　会津の夏まつり事業負担金　　　　　１，０８２千円

　



平成３０年２月市議会定例会提出案件資料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　農　政　課

当初

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

会津みしらず柿販路拡大促

進協議会負担金

　

６　農林水産費　１　農業費　３　農業振興費

                                      

                                      　　２００千円

　会津みしらず柿の一層のブランド化を図るため、海外輸

出等を促進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〕

　会津みしらず柿販路拡大促進協議会負担金　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２００千円

　



平成３０年２月市議会定例会提出案件資料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　農　政　課

当初

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

市産米価格維持向上推進事

業費

　

６　農林水産業費　１　農業費　３　農業振興費

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７，０００千円

　栽培方法や食味などによって厳選した米を、集出荷業者

が共同し、統一したブランディングやＰＲを行うことで、

本市産米の価格の向上に資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〕

　あいづの厳選米生産推進協議会負担金

　　　　　　　　　　　　　　　　　　７，０００千円

　



平成３０年２月市議会定例会提出案件資料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　農　政　課

当初

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

農福連携事業費 ６　農林水産業費　１　農業費　３　農業振興費

１２５千円

　本市特産の会津人参の生産にあたり、不足する労働力の

確保や栽培面積の拡大を図るため、障がい福祉サービス事

業所による会津人参の栽培技術習得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〕

　会津人参栽培研修事業補助金　　　　　　１２５千円



平成３０年２月市議会定例会提出案件資料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　農　政　課

当初

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

畜産振興事業費

（肉用繁殖牛経営基盤強化

　支援事業補助金）

　

６　農林水産業費　１　農業費　４　畜産業費

１，７５２千円　

　畜産経営の収益性を高め、市内畜産農家の所得の向上を

図るため、優良血統の繁殖雌牛の購入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〕

　 肉用繁殖牛経営基盤強化支援事業補助金

　　　　　　　　　　　　　　　　　　１，７５２千円

　



平成３０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

　　　　　　　　　　　　　　　　　　７２，０６２千円

　　　

　土地改良事業により農地や用排水施設等を整備し、農業

生産基盤を確立するため、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 9,750

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 2,813

③ 槻ノ木地区県営経営体育成基盤整備事業負担金 7,000

④ 堰場地区県営農業競争力強化基盤整備事業負担金 12,250

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
7,944

⑥ 吉ヶ平地区県営かんがい排水事業負担金 7,628

⑦ 湊地区県営農村地域防災減災事業負担金 1,968

⑧ 鶴沼川防災ダム管理負担金 3,919

⑨ 経営体育成促進事業補助金 192

⑩ 団体営水利施設整備事業補助金 1,168

⑪ 農業基盤整備促進事業補助金 150

⑫ 会津若松第４地区震災対策農業水利施設整備事業 14,150

⑬ その他の負担金及び事務費等 3,130

計 72,062



平成３０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

　  　　　　　　　　　　　　　　　　３５，９６６千円

　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　  　３５，９６６千円

〔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

　・戊辰１５０年事業

　　  戊辰１５０年歴史深訪実行委員会負担金



平成３０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

　　　　　　　　　　　　　　　　　　７０，８５０千円

　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　　　  　　７０，８５０千円

〔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

　　　熊本県南阿蘇村等を予定

　・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

  ・大戸岳山開き事業

　・歳の神事業

　・お日市の情報発信



平成３０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

（全国商工会議所観光振興

  大会開催補助金）

　

　

７　商工費　１　商工費　３　観光費

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　８，５００千円

　「全国商工会議所観光振興大会2018in会津若松」の本市

開催により、本市の観光資源と魅力を全国に向け発信し、

観光振興に寄与することを目的に、開催を支援するための

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〕

  全国商工会議所観光振興大会開催補助金

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　８，５００千円

〔開催概要〕

　主催：日本商工会議所・会津若松商工会議所

　日程：平成３０年１１月５日（月）～７日（水）

 　・５日: 全体会議（會津風雅堂）

           全体交流会（あいづ総合体育館）

　 ・６日：分科会（會津風雅堂ほか）

　 ・６～７日：エクスカーション



平成３０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　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　１７，９５０千円

　東日本大震災及び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　１７，９５０千円

 [主な事業内容]

　○教育旅行推進事業

　　・誘致キャラバンの実施等

　○インバウンド誘致事業

　　・多言語パンフやHPによるPR、外国語ガイド運営等

　○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講演会開催費等　

　　



平成３０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

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５，０００千円

　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）　

　　　　                             ５，０００千円

　　　　　　（内訳）

　　　　　　　　　東山温泉　 　　　　２，５００千円

　　　　　　　　　芦ノ牧温泉 　　　　２，５００千円　

　　　　　　　　　　　　　　　　　

〔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、夏

　　　祭り等イベントの宣伝及び管理運営費

　○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

　　　事業費、スノータウン構想による冬季誘客促進費

　○両温泉共同事業

　　・合同商談会開催

　



平成３０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

　　　　　　　　　　　　　　　　　８５，２２１千円

　会津における戊辰戦争から１５０周年を迎える平成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、記念式典の開催や記念誌の作

成、記念イベント経費、誘客宣伝の経費、機運醸成の経費

などについて、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　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　８５，２２１千円

〔主な事業内容〕

　○記念事業

　　・記念式典の開催

　　・記念誌の作成

　　・「オペラ白虎」の開催

　　・歴史シンポジウムの開催

　○記念展示事業

　　・市内展示施設周遊ラリーの実施

　○誘客宣伝事業

　　・全国へ向けた特別番組の放映

　　・広告掲載

　○機運醸成事業

　　・各種団体事業補助金

　　・ポスター、のぼりの掲出



平成３０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

４０，２２３千円　

　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、サムライシティとしての魅力の発信、及び ICTを活用

した情報発信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　　　　　　　　　        　１，０４２千円

　おもてなし ICTサービス委託料　　　　１，０８０千円

　レンタカールート構築事業委託料　　　　　２２３千円

　外国人サイクリスト誘客促進事業委託料

　　　　　　　　　　　　　　　        ６，９８６千円

　会津・置賜広域圏外国人観光客誘致促進事業委託料

　　　　　　　　　　　　　　        　２，５００千円

　タイ誘客促進事業委託料（地方創生事業）

　　　　　　　　　　　　　        　１１，３００千円

　スマホアプリ情報発信事業委託料（地方創生事業）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１，６８５千円

　サムライシティ会津

　　　　　プロモーション事業委託料（地方創生事業）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　１０，０００千円

　デジタルDMO推進事業負担金（地方創生事業）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５，４０７千円



平成３０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

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　９，２１３千円

　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

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　９，２１３千円



平成３０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

　　　　　　　　　　　　  　　　　　　４，９４７千円

　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、イベント開催及び海

外への情報発信等に要する経費を、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

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４，９４７千円

　



平成３０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

　　　　　　　　　　　　　　　　　　２４，８０６千円

　市内中小企業の育成振興及び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〕

　商店街施設設置事業補助金　      　　　　３３３千円

　イベント事業補助金　　　　　　　　　３，６１７千円

　人材育成事業補助金　　　　　　　　　　　８００千円

　商店街空き店舗対策事業補助金　　　１９，１５２千円

　商店街施設維持管理事業補助金　　　　　　９０４千円



平成３０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

（中心市街地活性化協議会

　負担金）

　

７　商工費　１　商工費　２　商工業振興費

　　　　　　　　　　　　  　　　　　　３，５２０千円

　本市中心市街地における各種事業の成果検証と、中心市

街地活性化基本計画の目標達成に向けた効果的な事業展開

を図るため、中心市街地活性化協議会が実施する「歩いて

暮らせるまちづくり強化プロジェクト事業」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〕

　中心市街地活性化協議会年会費　　　　　　　２０千円

　歩いて暮らせるまちづくり強化プロジェクト　　

　事業負担金　　　　　　　　　　　　　３，５００千円

〔事業内容〕

　まちなかコミュニティ拠点事業

　空き店舗 × 創業応援事業

　公共交通機関利用促進事業

　効果検証事業



平成３０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

　　９３，０６０千円　

　「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３－１）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　　　　　　　　　９３，０６０千円

〔概　　要〕

　○会津若松徳久工業団地（区画３－１）

　　・立地企業：東亜電気工業株式会社

　　・分譲面積：11,021.68㎡

　　・分譲価格：310,201,436円

　　・助 成 率 ： 6 / 1 0 以内（千円未満切り捨て）

　　・助成金額：93,060,000円（総額186,120,000円）

　　・今回交付：１回目（平成31年度に２回目交付）



平成３０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

　　１，５３９千円　

　医療福祉関連産業への新規参入等を促進するため、市内

企業がコンソーシアム会議を通じて開発を進めてきた医療

トレーニング機器の製品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。

〔経費内訳〕

　医療トレーニング機器開発推進事業委託料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１，５３９千円

〔コンソーシアム会議構成機関〕

　市及び市内企業３社

　会津若松商工会議所

　（公大）福島県立医科大学会津医療センター

　福島県医療機器販売業協会

　（一社）福島県発明協会

　会津産業ネットワークフォーラム

　（一財）ふくしま医療機器産業推進機構

〔医療トレーニング機器の概要〕

　心臓冠動脈カテーテル治療トレーニングのための

　「手首モデル」及び「心臓モデル」



平成３０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

環境都市推進事業費

（環境基本計画改訂に要す

　る経費）

４　衛生費　１　保健衛生費　５　環境対策費

１，７４３千円　

　

　環境基本条例第８条（環境基本計画の策定及び公表）に

基づいて策定した「第２期環境基本計画」について、策定

から５年目を迎え、これまでの取組を検証するとともに、

環境変化への対応や国の施策との整合等を図るため、計画

の改訂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〕

　環境審議会委員報酬　　　　　　　　　　　１１２千円

　事務費等　　　　　　　　　　　　　　　　３８９千円

　環境基本計画改訂支援業務委託料　　　１，２４２千円



平成３０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

自立生活サポート事業費

（ユースプレイス自立支援

　業務委託）　

３　民生費　１　社会福祉費　１　社会福祉総務費

　　　　　　　　　　　　　　　　　　３，０００千円

　ひきこもり、ニートなど社会生活を円滑に営むことが困

難な方に対して「居場所」を提供し、各種プログラムをと

おして社会性や就労の意欲を高め、自立を促すための事業

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〕

　ユースプレイス自立支援業務委託料　３，０００千円



平成３０年２月市議会定例会提出案件資料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　障がい者支援課

こども家庭課

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

    　　　　　　　　　　　　　２，０３３，８１１千円

　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　　　　　　　　　  　　　　４，１０８千円

　扶助費　　　　　　　 　 　　２，０２９，７０３千円



平成３０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

    　　　　　　　　　　　　　　　　　２，８８３千円

　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

望している障がいのある人に、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〕

　地域生活体験事業委託料  　　　　　　２，８８３千円

　※平成３０年度から１室増の２室とする。



平成３０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

  　　　　　　　　　　　　　　２，８１７，５１６千円

　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　　　　　　　　　　２，８１７，５１６千円



平成３０年２月市議会定例会提出案件資料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　廃棄物対策課

当初

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

し尿くみ取り等経費

（清掃手数料収納推進員）
４　衛生費　２　清掃費　３　し尿処理費

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１，５１８千円

　し尿くみ取り手数料の収納対策を強化するため、非常勤

特別職の清掃手数料収納推進員を置くこととし、その設置

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〕

　報酬　　　　　　　　 　　　 　　　　１，２６０千円

　共済費　　　　　　　　　　　　　　　　　２１３千円

　通勤手当　　　　　　　　　　　　　　　　　４５千円



平成３０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

大塚山墓園管理費

（大塚山墓園出口設置

　工事）

　

８　土木費　４　都市計画費　４　公園費

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４，５００千円

　大塚山墓園利用者の利便性の向上を図るため、新たに出

口を整備する経費について、予算措置しようとするもので

す。

〔経費内訳〕

　工事費　　　　　　　　　　　　　　　４，５００千円



平成３０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

（多目的サッカー・ラグ

　ビー場人工芝化工事）

８　土木費　　４　都市計画費　　４　公園費

　　　　　　　　　　　　　　　　　２４０，０００千円

　会津総合運動公園多目的サッカー・ラグビー場について、

公園施設長寿命化計画に基づき、施設の機能向上を図るた

め、人工芝化工事を行う経費について、予算措置しようと

するものです。

〔経費内訳〕

　工事費　　　　　　　　　　　　　２４０，０００千円



平成３０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

（会津線利用強化調査業務

　委託）

２　総務費　１　総務管理費　８　企画費

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３，０００千円

　リバティ会津の乗り入れ効果を持続させ、会津線の利用

促進を図るため、会津若松駅までの直通運行の手法とその

費用対効果などを整理するとともに、設備改善対策を含め

た経営安定を図るために必要な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〕

　会津線利用強化調査業務委託料　　　　３，０００千円



平成３０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

北会津地域内交通運営支援

事業費

河東地域内交通運営支援事

業費

　

２　総務費　１　総務管理費　10　北会津支所費

　　　　　　　　　　　　　　　　　　１，６７２千円
　

２　総務費　１　総務管理費　11　河東支所費

　　　　　　　　　　　　　　　　　　１，８９８千円

　北会津地域及び河東地域の公共交通空白地域等において、

医療機関や商業施設、広域路線バスへの乗り継ぎ拠点等ま

での移動手段を確保するため、地域内交通の持続的な運行

に向けた運営支援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〕

○北会津地域内交通運行支援事業

　・北会津地域内交通運行事業補助金　　１，３７２千円

　・事務費等　　　　　　　　　　　　　　　３００千円

　

○河東地域内交通運行支援事業

　・河東地域内交通運行事業補助金　　　１，１５９千円

　・事務費等　　　　　　　　　　　　　　　７３９千円



平成３０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　１５　諸費

　　　　　　　　　　　　　　　　　　２６，９８１千円

　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に対する補助金及び公設

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　　　　　　　　　　　　　　１，２９１千円

　工事費　　　　　　　　　　　　　　　　　２６０千円

　防犯灯補助金　　　　　　　　　　　２５，４３０千円



平成３０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

（空家等改修支援事業

　補助金）

　

２　総務費　１　総務管理費　１５　諸費

　　　　　　　　　　　　　　　　　　１，５００千円

　住民等が空家等を利活用するため、その改修費用の一部

を助成する経費について、予算措置しようとするものです。

〔経費内訳〕

　空家等改修支援事業補助金　　　　　１，５００千円

　

　



平成３０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

　　　　　　　　　　　　　　　　　１５５，９３２千円

　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、簡易水道

施設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　　　　　　　　　１，３５２千円

　簡易水道施設調査委託料　　　　　　　３，７８０千円

　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　　　　　１４１，３００千円

　（給水施設及び配水管整備５箇所）



平成３０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

　改修支援事業補助金）

（大規模建築物耐震改修

　支援事業補助金）

８　土木費　１　土木管理費　２　建築指導費

　　　　　　　　　　　　　　　　　３４３，１８４千円

（避難路沿道建築物耐震改修支援事業補助金）

　県が指定する緊急輸送路道路に面する昭和56年５月31

日以前に建築された建築物で、大地震により倒壊した場合

において道路の過半を閉塞するおそれのある建築物うち、

耐震基準を満たしていないと判断された建築物の地震に対

する安全性向上を図るため、耐震改修に要する経費に対す

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〕

　避難路沿道建築物耐震改修支援事業補助金

　　　　　　　　　　　　　　　　　２７８，７８４千円

     （耐震改修実施予定避難路沿道建築物：１件）

（大規模建築物耐震改修支援事業補助金）

　改正耐震改修促進法の施行により、耐震診断の義務化さ

れた不特定多数の者が利用する大規模建築物のうち、耐震

基準を満たしていないと判断された建築物の地震に対する

安全性向上を図るため、耐震改修に要する経費に対する補

助金について、予算措置しようとするものです。　

〔経費内訳〕

　大規模建築物耐震改修支援事業補助金

　　　　　　　　　　　　　　　　　　６４，４００千円

　　　（耐震改修実施予定大規模建築物：１件）



平成３０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

屋外広告物対策費

（屋外広告物管理業務委託）

（屋外広告物適正化助成金）

８　土木費　４　都市計画費　１　都市計画総務費

　８，４８８千円

　本市の地域特性に応じた良好な広告景観を形成するた

め、新たな基準を設けた地域の屋外広告物の調査等に要

する経費及び既存不適格となる屋外広告物の適正化に向

けた撤去・改修経費等への一部助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〕

　　屋外広告物管理業務委託料　　　　５，９８８千円 

　　屋外広告物適正化助成金　　　　　２，５００千円

　



平成３０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

　　　　　　　　　　　　　　　　　　１４８，６８４千円

　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　　　　　　　　　　　２，５０１千円

　　　・委託料　　　　　　　　　　　１７，５９６千円

　　　・工事費　　　　　　　　　　１０２，８００千円　

　　　・用地費　　　　　　　　　　　１３，０３７千円

　　　・補償費　　　　　　　　　　　１２，７５０千円



平成３０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

　　　　　　　　　　　　　　　　　３３０，７８０千円

　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　　　　　　　　　　　　７８０千円

　　　・工事費　　　　　　　　　３２０，０００千円

　　　・補償費　　　　　　　　　　１０，０００千円



平成３０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

　　　　　　　　　　　　　　　　１２１，６００千円

　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　　　　　　　　　　　　１２１，６００千円



平成３０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

　　　　　　　　　　　　　　　　　４１，１００千円

　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　　　　　　　　　　　　　４１，１００千円



平成３０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

　　　　　　　　　　　　　　　　　８８，５００千円

　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･測量設計業務) １７，０００千円

　工事費　　　　　　　　　　　　　　２６，５００千円

　橋梁補修工事･橋梁点検調査負担金 　４５，０００千円



平成３０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

　　　　　　　　　　　　　　　　　１９，０００千円

　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　　　　　　　　　　　　　１９，０００千円



平成３０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

除雪対策事業費

　

８　土木費　２　道路橋りょう費　２　道路維持費

　　　　　　　　　　　　　　　　６２６，５７８千円

　冬期交通の安全確保のため、市道等の除雪を行う経費等

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　　　　　　　　　　　１５５，４８６千円

　委託料　　　　　　　　　　　　４２４，７３０千円

　工事費　　　　　　　　　　　　　２１，６００千円

　備品購入費　　　　　　　　　　　２４，７６２千円



平成３０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

（３０～３１年度継続）　
８　土木費　５　住宅費　２　住宅建設費

　　　　　　　　　　　　　　　　　１５３，２５０千円

　城前団地建て替えの第３期となる、公営住宅１棟１４戸

及びその周辺整備に要する経費について、２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　　　　　　　　　　　　１５３，２５０千円　

〔参考〕

　　継続費総額　　　　　　　３３９，５００千円

　　　平成３０年度　　　　　　１５３，２５０千円

　　　平成３１年度　　　　　　１８６，２５０千円　



平成３０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

　　　　　　　　　　　　　　　　　　７０，７５１千円

　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　　　　　　　　　　　　　　１，３００千円

　工事費　　　　　　　　　　　　　　２８，６２０千円

　消防ポンプ自動車等購入費　　　　　２７，１３６千円

　消火栓新設等負担金　　　　　　　　１３，６９５千円



平成３０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　防災諸費

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２，８３６千円

　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　　　　　　　　　　　　　　２，８３６千円

　　・毛布　　　　　　　４００枚

　　・簡易トイレ　　　　４施設分

　　・特設公衆電話　　　　１２台



平成３０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

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４，４００千円

　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「あいづ未来人財育成塾」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　４，４００千円



平成３０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

　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１，２４６千円

　

　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（タウンミーティングパネリスト謝金等）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２４６千円

　地域活動事業負担金　　　　　　　　　１，０００千円

　（北会津・河東地域の公共施設のあり方の検討を通した

　　地域の拠点、地域コミュニティの検討等）



平成３０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

まちの拠点整備等基金積立

金

　

２　総務費　１　総務管理費　８　企画費

　　　　　　　　　　　　　　　１，１５２，８７８千円

　賑わいと活気のあるまちづくりに向けて、本市のまちづ

くりの推進及びまちの拠点の整備の財源とするため、まち

の拠点整備等基金への積立金について、予算措置しようと

するものです。

〔経費内訳〕

　まちの拠点整備等基金積立金　１，１５２，８７８千円



平成３０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

庁舎整備事業費 ２　総務費　１　総務管理費　９　庁舎整備費

　　　　　　　　　　　　　　　　　　３８，７６８千円

　「市役所庁舎の整備」に向け、平成29年度に作成する

「本庁舎旧館保存活用計画及び庁舎整備行動計画」を踏ま

え、庁舎整備にかかる基本計画「庁舎整備計画」の策定等

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（庁舎整備室設置に係る経費等）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２，５８８千円

　庁舎整備計画策定支援等業務委託料　３６，１８０千円



平成３０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　10   北会津支所費

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１,０００千円

２ 総務費　１ 総務管理費　11  河東支所費

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１,０００千円

　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）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１,０００千円



平成３０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

（市民憲章制定５０周年

　記念事業負担金）

　

２　総務費　１　総務管理費　１５　諸費

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　６７９千円

  市民憲章制定５０周年にあたり、市民憲章推進委員会が

市との共催により実施する記念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〕

　市民憲章制定５０周年記念事業負担金　　　６７９千円



平成３０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（工事費）

　

４　衛生費　１　保健衛生費　４　環境衛生費

２５，６１４千円

　斎場施設の老朽化に伴う計画的な維持改修、及び利用者

の利便性向上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〕

　火葬炉改修工事　　　　　　　　　　１８，４３０千円

　待合室冷暖房設備改修工事　　　　　　６，３００千円

　待合アコーディオン取付工事　　　　　　　４１４千円

　待合室電灯設備改修工事　　　　　　　　　４７０千円



平成３０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

　　　　　　　　　　　　　　　　　 　３，３１０千円

　姉妹都市等との交流促進と相互の活性化を図るため、２

年毎に相互訪問を行っている姉妹都市むつ市への訪問及び

戊辰150周年に伴う会津まつり交流都市の招待に要する経

費に加え、親善友好都市・鳴門市におけるベートーヴェン

第九アジア初演から100周年を記念して実施される事業に

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〕

　姉妹都市むつ市訪問      　　　　 　 　　４２０千円

　会津まつり交流都市招待    　　　　 　 　５８４千円

　ベートーヴェン第九アジア初演100周年記念事業補助金

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２，０００千円

　事務費等　　　　　　　　　　　　 　　　 ３０６千円



平成３０年２月市議会定例会提出案件資料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　人　事　課

当初

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

行政機構の整備に要する経

費
２　総務費　１　総務管理費　１　一般管理費

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３５０千円

　より効率的かつ効果的な行政機構を構築するため、行政

機構審議会の開催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〕

　委員報酬　　　　　　　　　　　　　　　　３５０千円



平成３０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

　　　　　　　　　　　　　　７，１６１,７８２千円

　平成30年 1月 1日現在に在職する職員をもとに平成30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      １６,５６３千円  

    ４節　共済費        ８,７４３千円  

　　　　　合　計      ６０,４９０千円・・（Ａ）

　

２　一般職　887名分

    ２節　給料 ３,４７０,０８５千円

    ３節　職員手当等 ２,４８９,８８８千円

    ４節　共済費 １,１４１,３１９千円

          合　計 ７,１０１,２９２千円･･（Ｂ）

　 （Ａ）＋（Ｂ） ＝ ７,１６１,７８２千円  ･･･（Ｃ）

（参考）

　Ⅰ 特別会計分 95名分　※水道事業会計除く　

    ２節　給料    ３７０,１６５千円

    ３節　職員手当等    ２１９,１６６千円

    ４節　共済費    １１８,９２４千円

          合　計    ７０８,２５５千円…（Ｄ）

　  　

　Ⅱ　一般会計 + 特別会計

　　　　合計（Ｃ）+（Ｄ）＝７,８７０,０３７千円　



平成３０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

　　　　　　　　　　　　　　　　１７３，３８３千円

　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　　１７３，３８３千円

　　（財源）国庫支出金

　　　　　　　地方創生推進交付金　８６，２４１千円

　　（財源）県補助金

　　　　　　　地域少子化対策重点推進交付金

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４５０千円

　○事業数　　１８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（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 １項 総務管理費 ８目 企　画　費

4 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

5 事業名 まちの拠点整備事業費（地域資源を活かしたまちづくり推進事業） 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

5,000 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ビュー
ティーカレッジ）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
　　　　　　　　　　　　　　　　 5,000千円

〔財源〕
　国庫支出金　 　　　　　　 2,500千円

6,175 千円

〔事業概要〕

　これまでに整備したサテライトオフィスの運営を継続するとともに、市長
公舎サテライトオフィスについては、居住が可能な体験住宅型サテライト
オフィスとして活用することで、空き家・古民家等の再生によるまちの活性
化や、ＩＣＴを活用した「テレワーク」といった柔軟で新しい働き方を実証す
るとともに、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誘致事業負担金
　　 　　　　　　　　　           6,166千円
　・事務費等　　　　　           　9千円

〔財源〕
　国庫支出金　 　　　　　　 3,087千円

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）」の運用を継続し、市民等への情報提供の機会を拡充
するとともに、除雪車の位置情報のお知らせや母子健康情報サービスな
ど、会津若松＋と連携した個別サービスを提供することで、市民生活の
利便性向上を図る。

〔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

15,500 千円

〔事業概要〕

　首都圏の優れたデジタルコンテンツに加え、地元の会津大学、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、子どもたちが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ことで、子育て環境の充実、ＩＣＴへの興味関心の
向上と地元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
　　　 　　　　　　　　　　　　15,500千円

〔財源〕
　国庫支出金　 　　　　　　 7,750千円

16,436 千円

〔事業概要〕

　県立病院跡地について、市民提案や県立病院跡地利活用懇談会から
の意見書を踏まえた利活用を図るために、「県立病院跡地利活用基本構
想」の策定を行う。
　その際、市の負担を抑えながら、魅力ある施設整備につなげていくため
に、ＰＰＰ／ＰＦＩ事業としての実現可能性の検討も行う。

〔経費内訳〕
　・県立病院跡地利活用基本構想策定
　　支援業務委託料　　 16,092千円
　・事務費等 　　　　　　　　　344千円

〔財源〕
　国庫支出金　 　　　　　　8,218千円



6 事業名 地域公共交通活性化事業費（デジタルＤＭＯ推進事業（会津鉄道利用促進）） 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

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　（産業資産利活用推進事業） 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・スマートアグリ実証事業） 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

8,000 千円

〔事業概要〕

　東京オリンピック・パラリンピックのホストタウンであるタイに対して、外国
人インフルエンサーを活用した東武・野岩・会津鉄道ルートのプロモーシ
ョン活動を展開し、会津鉄道を利用した本市への誘客・交流人口の拡大
を図るとともに、国内向けのプロモーションも行うことで、会津鉄道の認知
度向上を図る。

〔経費内訳〕
　・デジタルＤＭＯ推進事業負担金
　 （会津鉄道利用促進）
　　　　　　　　　　　　　　　　 8,000千円

〔財源〕
　国庫支出金　 　　　　　　 4,000千円

4,000 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、熱中プロジェクトのネットワークを活用し、会津地
域のサテライトオフィスやICTオフィスビルの取組を周知・推進することに
より、新たな人の流れの創出と講座や実習を通じた人材育成を図り、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　　　　　　　　　4,000千円

〔財源〕
　国庫支出金　 　　　　　　2,000千円

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、本市の新た
な魅力をＰＲするとともに、より幅広い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

12,000 千円

〔事業概要〕

　中山間地域の活力向上のための手法の一つとして、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と活性化を推進する。

〔経費内訳〕
　・中山間地域生活支援システム改修
　　等業務委託料　　 　 　9,000千円
　・中山間地域内交通実証運行等
　　業務委託料　　　　　　  2,700千円
　・事務費等　　　　　　　 　　 300千円

〔財源〕
　国庫支出金　 　　　　　　 6,000千円

24,000千円

〔事業概要〕

○スマートアグリ導入支援事業
　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。

○スマートアグリ実証事業
　市内生産者に対し、ICTを活用した水田の水管理システムの導入を支
援することで、労働力の省力化を図り、水稲や園芸作物のさらなる規模
拡大による農産物売上額の向上を目指す。

〔経費内訳〕
　・スマートアグリ導入支援事業
　　補助金　　　　　　　  　 16,000千円
　・スマートアグリ実証事業
　　補助金　　　　　　　   　　8,000千円

〔財源〕
　国庫支出金　 　　　　　　12,000千円



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 国際観光推進事業費（デジタルＤＭＯ推進事業） 観光課

事業費 ７款 商　工　費 １項 商　工　費 ３目 観　光　費

14 事業名 国際観光推進事業費（タイ誘客促進事業） 観光課

事業費 ７款 商　工　費 １項 商　工　費 ３目 観　光　費

15 事業名 国際観光推進事業費（スマホアプリ情報発信事業） 観光課

事業費 ７款 商　工　費 １項 商　工　費 ３目 観　光　費

12,500千円

〔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　　　　 　12,500千円

〔財源〕
　国庫支出金　 　　　　　　6,250千円

29,000 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、これまでの
「スマートシティ会津若松」の取組事例を発信するとともに、首都圏のＩＣＴ
企業と会津大学をはじめ、地元ＩＴ企業の情報交換の場（マッチング）を
創出するため、地元ＩｏＴ・ＩＣＴフェアを開催するとともに、ＩＣＴ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
　　　　　　　　　　　　　    　 20,000千円
　・ＩｏＴ・ＩＣＴフェア業務委託料
　　　　　　　　                    9,000千円

〔財源〕
　国庫支出金　 　　　　　　14,500千円

5,407 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、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Ｄ
ＭＯ」の運営を行う。

〔経費内訳〕
　・デジタルＤＭＯ推進事業負担金
　　　　　　　　　　　　　   　　 5,407千円

〔財源〕
　国庫支出金　 　　　　　　 2,704千円

11,300 千円

〔事業概要〕

　東京オリンピック・パラリンピックに向け、タイ現地の法人等に委託し、現
地旅行エージェントの訪問、ＳＮＳやメディアを活用した情報発信、タイで
開催される旅行博への出展など、タイ現地からタイ人目線での本市に係
る情報発信を行い、タイからの観光客誘致を図る。

〔経費内訳〕
　・タイ誘客促進事業委託料
　　　　　　　　　　　　　  　 11,300千円

〔財源〕
　国庫支出金　 　　　　　　5,650千円

1,685 千円

〔事業概要〕

　東京オリンピック・パラリンピックに向け、外国人観光客向けのスマートフ
ォンアプリ「Japan 2 Go!」において、デジタルDMOサイト「Visit Aizu」に登
録された本市の観光コンテンツを６言語（英語、繁体字、簡体字、韓国語
、タイ語、日本語）で発信する。

〔経費内訳〕
　・スマホアプリ情報発信事業委託料
　　　　　　　　　　　　　　 　1,685千円

〔財源〕
　国庫支出金　 　　　　　　842千円



16 事業名 国際観光推進事業費（サムライシティ会津プロモーション事業） 観光課

事業費 ７款 商　工　費 １項 商　工　費 ３目 観　光　費

17 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

10,000 千円

〔事業概要〕

　東京オリンピック・パラリンピック以降におけるインバウンド対策を見据え
、欧米からの外国人観光客を対象にサムライ文化の発信、体験メニュー
の整備、イベント開催等を行うことで、欧米からの観光誘客を図る。

〔経費内訳〕
　・サムライシティ会津プロモーション
事業委託料　　　　     　 10,000千円

〔財源〕
　国庫支出金　 　　　　　　5,000千円

10款 6,480千円

〔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ケーション「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
。
　また、より魅力的なアプリケーションにするため、学校行事や活動等をよ
り効果的に発信すべくホームページの改修等を行う。

〔経費内訳〕
　・学校と家庭をつなぐ情報配信アプリ　　
ケーション運用業務委託料
　　　　　　　　　　　　 　　　　6,480千円

〔財源〕
　国庫支出金　 　　　　　　 3,240千円

900 千円

〔事業概要〕
　
　結婚を希望する独身男女が、これまで以上に積極的に婚活に取り組め
るよう、コミュニケーションやファッションセンスなどの婚活に必要な様々な
スキルアップのためのセミナーを開催する。

〔経費内訳〕
　・報償費等　　　      　　 900千円

〔財源〕
　県補助金　 　　　　　　 　450千円



平成３０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　　　　　　１１，６３１，６９２千円

　本年度の予算は、医療費に係る保険給付費をはじめ、国

民健康保険事業費納付金、保健事業費等に要する経費が主

なるものであり、国民健康保険税、県支出金、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）

　　国民健康保険税　　　　　２，１９７，４６４千円

　　国庫支出金　　　　　　　　　　　２，１５０千円

　　県支出金　　　　　　　　８，２８５，６５９千円

　　繰入金　　　　　　　　　１，０９５，４７９千円

　　その他　　　　　　　　　　　　５０，９４０千円

　　　　合　計　　　　　　１１，６３１，６９２千円

（歳出）

　　総務費　　　　　　　　　　　３５４，１２２千円

　　保険給付費　　　　　　　８，１７６，６５４千円

　　国民健康保険事業費納付金

　　　　　　　　　　　　　　２，９３４，２１１千円

　　保健事業費　　　　　　　　　１２８，３３９千円

　　その他　　　　　　　　　　　　３８，３６６千円

　　　　合　計　　　　　　１１，６３１，６９２千円



平成３０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　　　　　　　　　　１３，７０２千円

　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　　　　　　　　　　　　１，４６６千円　

　　水道手数料　　　　　　　　　　　　　　　１千円

　　督促手数料　　　　　　　　　　　　　　　１千円

　　一般会計繰入金　　　　　　　　　４，６５２千円

　　繰越金　　　　　　　　　　　　　　　８８０千円

　　雑入　　　　　　　　　　　　　　　　　　１千円

　　市債　　　　　　　　　　　　　　６，７００千円

　　　　計　　　　　　　　　　　　１３，７０２千円

（歳出）

　　一般管理費　　　　　　　　　　１０，９８５千円

　　営繕費　　　　　　　　　　　　　２，１０６千円

　　利子　　　　　　　　　　　　　　　　　１１千円　

　　予備費　　　　　　　　　　　　　　　６００千円

　　　　計　　　　　　　　　　　　１３，７０２千円



平成３０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  　　　　　　　　　１１，３５１千円

　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　　　　　　　　　　　　２，３０５千円　

　　水道手数料　　　　　　　　　　　　　　　１千円

　　督促手数料　　　　　　　　　　　　　　　１千円

　　繰越金　　　　　　　　　　　　　２，３４２千円

　　雑入　　　　　　　　　　　　　　　　　　１千円

　　市債　　　　　　　　　　　　　　６，７００千円

　　　　計　　　　　　　　　　　　１１，３５１千円

（歳出）

　　一般管理費　　　　　　　　　　　９，５８４千円

　　営繕費　　　　　　　　　　　　　　　９７２千円

　　利子　　　　　　　　　　　　　　　　　１１千円　

　　予備費　　　　　　　　　　　　　　　７８４千円

　　　　計　　　　　　　　　　　　１１，３５１千円



平成３０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　　　　　　   　１２９，５５３千円

　本年度の予算は、若松城下絵図屏風の購入、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予算措置しようとするもので

す。

○若松城整備等基金積立金　　　　　　２３，２３７千円

○若松城下絵図屏風購入　　　　　　　  ６，７４９千円

○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　　　　　　１１２，９００千円

使用料及び手数料　　　　　　３５７千円

財産収入　　　　　　　　　　　３４千円

寄附金　　　　　　　　　　　　　１千円

繰入金　　　　　　　　　３，０８９千円

繰越金　　　　　　　　　３，０００千円

　諸収入　　　　　　　　１０，１７２千円

　　　 計　 　　　　　１２９，５５３千円

（歳出）

総務費　　　　　　　　３９，１４９千円

若松城天守閣費　　　　６８，５０３千円

若松城整備費　　　　　１６，８９０千円

麟閣費　　　　　　　　　１，８０３千円

駐車場費　　　　　　　　１，２０８千円

予備費　　　　　　　　　２，０００千円

　　　 計             １２９，５５３千円



平成３０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　　　　　　３，３６４，１００千円

　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　　　　　　　４９，７２８千円

　　使用料及び手数料　　　　１，６８５，５２８千円

　　国庫支出金　　　　　　　　　２８３，７５０千円

　　県支出金　　　　　　　　　　　　５，４５６千円

　　一般会計繰入金　　　　　　　６４０，９７６千円

　　市債　　　　　　　　　　　　６８２，１００千円

　　その他　  　　　　　　　　　　　１６，５６２  千円  

　      計　　　　　　　　　３，３６４，１００千円

（歳出）

　　下水道総務費　　　　　　　　１５０，１０８千円

　　下水道建設費　　　　　　１，１２２，５０４千円

　　下水道管理費　　　　　　　　５６７，９４０千円

　　公債費　　　　　　　　　１，５２０，５４８千円

　　予備費  　　　　　　　　　　　　　３  ，０００千円  

　　　　計　　　　　　　　　３，３６４，１００千円　



平成３０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　　　　　　　　　１２７，３５８千円

　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　　　　　　　　　８０，３１４千円

　　一般会計繰入金　　　　　　　４３，９８９千円

　　繰越金　　　　　　　　　　　　３，０００千円

　　諸収入　　　　　　　　　　　　　　　５５千円

　　　　計　　　　　　　　　　１２７，３５８千円

（歳出）

　　管理運営費　　　　　　　　　９６，８８３千円

　　（内訳）

　　　事務費等　　　　　　　　　　３，１０２千円

　　　委託料　　　　　　　　　　７０，０５７千円

　　　使用料及び賃借料　　　　　　　　１４４千円

　　　工事費　　　　　　　　　　２３，５８０千円

　　公債費　　　　　　　　　　　２９，４７５千円

　　予備費　　　　　　　　　　　　１，０００千円　

　　　　計　　　　　　　　　　１２７，３５８千円



平成３０年２月市議会定例会提出案件資料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　区画課整理

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　　　　　　　 １，０６８，１８０千円

　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）

　　分担金及び負担金　　　　　　　　９０，０００千円

　　使用料及び手数料　　　　　　　　　　　　４２千円

　　国庫支出金　　　　　　　　　　　７４，４００千円

　　繰入金　　　　　　　　　　　  ６６６，６７６千円

　　繰越金　　　　　　　　　　　　　２０，０００千円

　　諸収入　　　　　　　　　　　  １０６，０６２千円

　　市債　　　　　　　　　 　　　 １１１，０００  千円  

　　　　計　　　　　　　　　　１，０６８，１８０千円　

（歳出）

　　土地区画整理事業費　　　　　　４９１，０９１千円　

　　公債費　　　　　　　　　　　　５７４，０８９千円

　　予備費　　　　　　　　　　　　　　３，０００千円

　　  計　　　　　　　　　　　１，０６８，１８０千円



平成３０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　　　　　　　　　２７１，８００千円

　本年度の予算は、施設の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、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　　　　　　　　１，２３０千円

　　使用料及び手数料　　　　　　　４９，００７千円

　　一般会計繰入金　　　　　　　２０１，６３０千円

　　市債　　　　　　　　　　　　　１４，９００千円

　　その他　  　　　　　　　　　　　　５，０３３  千円  　

    　　計　　　　　　　　　　　２７１，８００千円　

（歳出）

　　総務管理費　　　　　　　　　　１２，０９３千円

　　建設費　　　　　　　　　　　　１１，２７０千円

　　管理費　　　　　　　　　　　　７１，７４５千円

　　公債費　　　　　　　　　　　１７５，６９２千円

　　予備費　  　　　　　　　　　　　　１，０００  千円  

　　　　計　　　　　　　　　　　２７１，８００千円　



　　　

平成３０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　　　　　　１１，５４５，２２７千円

　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　　　　　　　　　２，４２８，０６８千円

　国庫支出金　　　　　　　２，７５１，５６７千円

　支払基金交付金　　　　　２，９７２，１６８千円

　県支出金　　　　　　　　１，６７４，８０４千円

　一般会計繰入金　　　　　１，７１７，６７５千円

　その他  　　  　　　　　  　　　　　　　　９４５千円  　

　　　　　計　　　　　　１１，５４５，２２７千円

（歳出）　　　　　　　　　　　　　　　　　

　一般管理費　　　　　　　　　１８２，９４８千円

　賦課徴収費　　　　　　　　　　　７，２６９千円

　介護認定審査会費　　　　　　　８１，７０７千円

　運営協議会費　　　　　　　　　　　　５８１千円

　保険給付費　　　　　　１０，５３２，９７８千円

　地域支援事業費　　　　　　　６９５，８６５千円

　基金積立金　　　　　　　　　　３７，６７７千円

　その他  　　　　　　　　　　  　　  　６，２０２  千円  

　　　　　　　計　　　　　　１１，５４５，２２７千円　



平成３０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　　　　　　　　　３３９，０００千円

　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　　　　　　　　６，８４０千円

　　使用料及び手数料　　　　　　　４４，１５９千円

    国庫支出金　　　　　　　　　　１４，３４６千円

　　県支出金　　　　　　　　　　　　６，１４０千円

　　一般会計繰入金　　　　　　　１３４，４１４千円

　　市債　　　　　　　　　　　　１２０，１００千円

　　その他　  　　　　　　　　　　　１３，００１  千円  

    　　計　　　　　　　　　　　３３９，０００千円

（歳出）

　　総務管理費　　　　　　　　　　　４，５１６千円

　　施設整備費　　　　　　　　　１６１，３９９千円

　　施設維持管理費　　　　　　　１２７，４０２千円

　　公債費　　　　　　　　　　　　４５，１８３千円

　　予備費　　　　　　　　　　　　　　　５００千円

　　　　計　　　　　　　　　　　３３９，０００千円



平成３０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　　　　　　　　　１１４，７７４千円

　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　　　　　　 　　　 　１１４，７７４  千円  

　　　　計　　　　　　　　　  　１１４，７７４千円

（歳出）

　　宅地整備事業費　　　　　  　　　１，３３５千円

　　予備費　　　　　　　　　  　１１３，４３９  千円  

　　　　計　　　　　　　　　  　１１４，７７４千円



平成３０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　　　　　　　１，３０９，４８８千円

　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　　　　９３３，９４７千円

　　繰入金　　　　　　　　　　　３６８，０４０千円

　　その他　　　　　　　　　　　　　７，５０１千円

　　　　　計　　　　　　　　１，３０９，４８８千円

 （歳出）

　　 総務費　　　　　　　　　 　 　４５，６６８千円

　　 後期高齢者医療広域連合納付金

　　　　　　　　　　　　　 　１，２５８，７５４千円

　 　諸支出金　　　　　　　　　　　　４，０６６千円

　　 予備費　　　　　　　　　　　　　１，０００千円

　　　　　計　　　　　　　　 １，３０９，４８８千円　


