
平成３１年２月市議会定例会提出案件資料

花と緑の課

２月補正

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

公園施設長寿命化事業費

　

８　土木費　　４　都市計画費　　４　公園費

２９０，０００千円 

　公園施設長寿命化計画に基づき、あいづ総合体育館屋根

材の腐食による防水機能の低下を改修し、広域防災施設と

しての安全と安心を確保するため、国の重要インフラに対

する緊急支援を受け、予算措置をしようとするものです。

　なお、年度内に工事完了が困難であることから、繰越明

許費を設定するものです。

〔経費内訳〕

　工事費　　　　　　　　　　　　　２９０，０００千円

　※全額平成３１年度へ繰越（繰越明許費）

〔財源内訳〕

　社会資本整備総合交付金（国）　　１４５，０００千円

　都市計画事業費債（市債）　　　　１４５，０００千円
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　建　築　課

２月補正

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

城前団地建替事業費

　　

８　土木費　５　住宅費　２　住宅建設費

　　　　　　　　　　　　　　　　　　２４，９００千円

　城前団地の建替えにあたり、平成３１年度に予定してい

た既存住宅の除却に要する経費ついて、国の平成３０年度

当初予算補助金の活用が可能となったため、計画を前倒し

して、今年度の補正予算として予算措置しようとするもの

です。

 なお、年度内に工事完了が困難であることから、繰越明許

費を設定するものです。

〔経費内訳〕

　工事費　　　　　　　　　　　　　２４，９００千円

　※全額平成３１年度へ繰越（繰越明許費）

　

〔財源内訳〕

　地域居住機能再生推進事業費補助金（国）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　１３，２７８千円

　住宅建設事業費債（市債）　　　　　１１，６００千円
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　都市計画課

２月補正

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

都市計画事務費

　

８　土木費　４　都市計画費　１　都市計画総務費

　　　　　　　　　　　　　　　　　  　４，８７３千円

　民間宅地開発に伴う市に対する損害賠償請求が棄却され、

判決が確定したことから、当該事案に係る訴訟代理委託料

の支払いが必要となるため、予算措置しようとするもので

す。

〔経費内訳〕

　訴訟代理委託料　　　　　　　　　　　４，８７３千円
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　人  　  事  　課  

２月補正

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

職員人件費（退職手当）

　

２　総務費 　１　総務管理費　１　一般管理費

　　　　　　　　　　　　　　　　　６２，９５４千円

　定年退職者以外で今年度中の退職が見込まれる者の退職

手当額について、予算措置しようとするものです。

［経費内訳］

　　職員手当等（退職手当）　　　　６２，９５４千円
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　地域づくり課

２月補正

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

地域公共交通活性化事業費 ２　総務費　１　総務管理費　８　企画費

　　　　　　　　　　　　　　　　　　２８，７５１千円

〔経費内訳〕

　負担金補助及び交付金　　　　　　　２８，７５１千円

〔事業内容〕

　○市町村生活交通対策事業運行費補助金

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７，８８４千円

　高齢者や児童・生徒をはじめとする地域住民の日常生

活に必要な移動手段を確保・維持するために、県知事が

指定したバス路線に対し本市及び近隣関係町村が共同し

て欠損補助を行う「市町村生活交通対策事業運行費補助

金」について、経常費用の増加等により当初見込みを上

回る欠損額となったことに伴い、追加補助が必要となる

ため、予算措置しようとするものです。

　○生活交通路線運行維持対策事業補助金

　　　　　　　　　　　　　　　　　　２０，８６７千円

　県生活交通対策協議会において地域住民の日常生活に

必要な移動手段として維持・確保が必要と認められた広

域・幹線的バス路線に対し、国・県と協調し、関係市町

村と連携しながら欠損額に対し補助を行う「生活交通路

線運行維持対策事業補助金」について、経常費用の増加

等により当初見込みを上回る欠損額となったことに伴い、

追加補助が必要となるため、予算措置しようとするもの

です。
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北会津支所　まちづくり推進  課  

２月補正

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

巡回バス運行事業費

　
２　総務費　１　総務管理費　10　北会津支所費

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３８８千円

　平成30年度に確定する北会津地域巡回バスの運行経費に

ついて、当初見込みを上回る欠損額となったことに伴い、

追加補助が必要となるため、予算措置しようとするもので

す。

　なお、巡回バスは平成30年３月31日運行終了しており

ます。

〔経費内訳〕

　巡回バス運行事業補助金　　　　　　　　　３８８千円
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北会津支所　まちづくり推進  課  

２月補正

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

北会津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

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３０９千円

　平成30年度の北会津地域内交通「北会津ふれあい号」の

運行経費について、当初見込みを上回る欠損額となったこ

とに伴い、追加補助が必要となるため、予算措置しようと

するものです。

〔経費内訳〕

　北会津地域内交通運行事業補助金　　　　　３０９千円
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　健康増進課

２月補正

　　　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

　　　　　　　　　　　　　　　　　　２４，９８０千円

　給水施設等整備費補助金について、整備手法の変更によ

る整備費の増額に伴い、補助金の増額が必要となるため、

予算措置しようとするものです。

〔経費内訳〕

　給水施設等整備費補助金　　　　　　２４，９８０千円
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　企業立地  課  

２月補正

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

工業団地対策事業費

　
７　商工費　１　商工費　２　商工業振興費

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２，０７５千円

　今年度の会津若松工業団地排水施設１号２号排水ポンプ

改修工事において、２号ポンプに係る主要部品の不具合が

判明したことから、当該ポンプの早期かつ安定的な稼働に

向け、新たな改修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　　　　　　　　　　　　　　　２，０７５千円

　※工事費については、今年度の不用額２，９２５千円と

　あわせて５，０００千円を平成３１年度へ繰越

　（繰越明許費）
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　農　林　課

２月補正

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

土地改良事業費

　
６　農林水産業費　１　農業費　５　農地費

　　　　　　　　　　　　　　　　　２１，６９４千円

　平成 30年度の土地改良事業費の確定や国の第２次補正予算

に伴う負担に要する経費について、予算措置をしようとする

ものです。

〔負担金内訳〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（千円）

事　　業　　名 補 正 額

① 経沢地区県営経営体育成基盤整備事業負担金 1,650

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 △650

③ 槻ノ木地区県営経営体育成基盤整備事業負担金 6,475

④ 堰場地区県営農業競争力強化基盤整備事業負担金 10,280

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
3,504

⑥ 吉ヶ平地区県営かんがい排水事業負担金 △765

⑦ 湊地区県営農村地域防災減災事業負担金 1,200

計　 21,694
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　教育総務課

２月補正

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

学校維持管理費

　

１０　教育費　２　小学校費　１　学校管理費

　　　　　　　　　　　　　　　　　　１５，２１６千円

　国道１１８号の拡幅に伴い、門田小学校の外構の再設置

等の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〕

　［委託費］　　　　　　　　　　

　　・門田小学校外構整備工事実施設計業務委託料

　　　　　　　　　　　　　　　　　△１，５０４千円

　［工事費］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　・門田小学校外構再設置工事　　１６，７２０千円　

　　　※全額、平成３１年度へ繰越（繰越明許費）
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国保年金課

２月補正

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

国民健康保険特別会計

　
（歳入）

　繰入金　　　　　　　　　　　　１９８，７８５千円

　　　合　計　　　　　　　　　　１９８，７８５千円

（歳出）

　準備金積立金　　　　　　　　　１７５，５０９千円　

　予備費　　　　　　　　　　　　　２３，２７６千円

　　　合　計　　　　　　　　　　１９８，７８５千円

　今回の補正予算は、本年度の整理予算として措置しよう

とするものです。
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　健康増進課

２月補正

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

湊町簡易水道事業特別会計

　

（歳入）

３　繰入金　１　一般会計繰入金　１　一般会計繰入金

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　△２７千円

６　市債　１　市債　１　簡易水道事業債

　　　　　　　　　　　　　　　　　　△４，１００千円

　　　　　　　　　　　　　　　　計　△４，１２７千円

（歳出）

１　水道事業費　１　事業費　１　一般管理費

　　　　　　　　　　　　　　　　　　△４，１２７千円

　今回の補正予算は、地方公営企業法適用事業費に要する

経費の減を主に、本年度の整理予算として措置しようとす

るものです。

〔内訳〕

　地方公営企業法適用事業費　　　　　△４，１２７千円
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　健康増進課

２月補正

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

西田面簡易水道事業

特別会計

　

（歳入）

５　市債　１　市債　１　簡易水道事業債

　　　　　　　　　　　　　　　　　　△４，１００千円

（歳出）

１　水道事業費　１　事業費　１　一般管理費

　　　　　　　　　　　　　　　　　　△４，１２７千円

３　予備費　１　予備費　１　予備費　　　　　２７千円

　　　　　　　　　　　　　　　　計　△４，１００千円

　今回の補正予算は、地方公営企業法適用事業費に要する

経費の減を主に、本年度の整理予算として措置しようとす

るものです。

〔内訳〕

　地方公営企業法適用事業費　　　　　△４，１２７千円

　予備費　　　　　　　　　　　　　　　　　　２７千円
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　観　光  　課  

２月補正

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

観光施設事業特別会計 （歳入）

１ 事業収入　１ 観光施設収入　１ 観光施設収入

　　　　　　　　　　　　　　　　　△１８，２３５千円

２ 使用料及び手数料　１ 使用料　１ 観光使用料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　９千円

３ 財産収入　１ 財産運用収入　１ 利子及び配当金

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１０千円

４ 寄付金　１ 寄付金　１ 若松城整備費寄付金

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７，５２６千円

７ 諸収入　１ 雑入　１ 雑入

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２，８２７千円

　　　　　　　　　　　　　　　　計　△７，８６３千円

（歳出）

１ 総務費　１ 総務管理費　１ 一般管理費

　　　　　　　　　　　　　　　　　　△７，８６３千円

　今回の補正予算は、本年度の整理予算として措置しよう

とするものです。
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　下水道課

２月補正

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

下水道事業特別会計

　

（歳入）

３国庫支出金　１国庫補助金　１下水道事業費国庫補助金

　　　　　　　　　　　　　　　　　２１，７５０千円　

４県支出金　１県補助金　１下水道事業費県補助金

　　　　　　　　　　　　　　　　　△１，８３８千円　

５繰入金　１一般会計繰入金　１一般会計繰入金

　　　　　　　　　　　　　　　　△１２，４５４千円

８市債　１市債　１下水道事業債　△４６，９００千円

　　　　　　　　　　　　　　計　△３９，４４２千円

（歳出）

１下水道事業費　２下水道建設費　１建設費

　　　　　　　　　　　　　　　　△３２，５３２千円

２公債費　１公債費　２利子　　　　△６，９１０  千円  

　　　　　　　　　　　　　　計　△３９，４４２千円

　

　今回の補正予算は、本年度の整理予算として措置しよう

とするものです。

〔内訳〕

　工事費　　　　　　　　　　　△１０，０４４千円

　補償費　　　　　　　　　　　　△４，７４５千円

　設計等委託料　　　　　　　　△１７，７４３千円

　その他　　　　　　　　　　　　△６，９１０千円
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　区画整理課

２月補正

　　名　  称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

扇町土地区画整理事業

特別会計

　

（歳入）

　３ 国庫支出金　１ 国庫補助金　１ 土地区画整理事業費国庫

                                 　　　　　　　　 補助金

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　△１３，９００千円

　４ 繰入金　１ 一般会計繰入金　１ 一般会計繰入金

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　△８７千円

　７ 市債　１ 市債　１ 土地区画整理事業費債

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　△１７，９００千円

　　　　　　　　　　　　　　　　　計　△３１，８８７千円

（歳出）

　１ 土地区画整理事業費　２ 土地区画整理事業費　１ 事業費

　　　　　　　　　　　　　　　　・扇町土地区画整理事業費

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　△３１，８８７千円

　　　　　　　　　　　

　今回の補正予算は、国庫補助の確定に伴う事業の決算見込み

に基づき、本年度の整理予算として措置しようとするものです。

〔内訳〕

　委託料　　　　　　　　　　　　　　　　　　△５５１千円

　工事請負費　　　　　　　　　　　　　　△１，７６９千円

　補償補填及び賠償金　　　　　　　　　△２９，５６７千円
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高齢福祉課

２月補正

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

介護保険特別会計

　

（歳入）　　　　　　　　　　　　　　　　　

国庫支出金　　　　　　　　　　１０２，５４９千円

支払基金交付金　　　　　　　　１０７，２６８千円

県支出金　　　　　　　　　　　　４９，３１０千円

財産収入　　　　　　　　　　    　　　　１１千円

一般会計繰入金　　　　　　　　　４３，８４０千円　

基金繰入  金　  　　　  　　  　　　    ７６，２６９千円  

　　　　　計　　　　　　　　　３７９，２４７千円

（歳出）　　　　　　　　　　　　　　　　　

保険給付費　　　　　　　　　　３５１，９０２千円

地域支援事業費　　　　　　　　　５０，８２７千円

基金積立金　　　　　　　　　  △３７，５７６千円

諸支出金　　　　　　　　　　　　１４，０９４千円

　　　　　計　　　　　　　　　３７９，２４７千円

今回の補正予算は、介護給付費の増額及び地域支援事業

費の増額が主なるものであり、国庫支出金、支払基金交付

金、一般会計繰入金、及び基金繰入金等を財源として措置

しようとするものです。

　



平成３１年２月市議会定例会提出案件資料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　下水道課

２月補正

　　名　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

個別生活排水事業　

特別会計

　

（歳入）

３国庫支出金　１国庫補助金　１個別生活排水事業費国庫補助金

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　△４，８９０千円

４県支出金　１県補助金　１個別生活排水事業費県補助金

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　△１，６８９千円

５繰入金　１一般会計繰入金　１一般会計繰入金

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　△３，８９１千円

８市債　１市債　１個別生活排水事業債　△３２，９００千円

　　　　　　　　　　　　　　　　　計　△４３，３７０千円

（歳出）

１個別生活排水事業費　２施設整備費　１整備費

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　△４２，３００千円

２公債費　１公債費　２利子　　　　　　　△１，０７０  千円  

　　　　　　　　　　　　　　　　　計　△４３，３７０千円

　今回の補正予算は、本年度の整理予算として措置しようとする

ものです。

〔内訳〕

　工事費　　　　　　　　　　　　　　△４２，３００千円

　その他　　　　　　　　　　　　　　　△１，０７０千円



平成３１年２月市議会定例会提出案件資料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国保年金課

２月補正

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

後期高齢者医療特別会計

　
（歳入）

　繰入金　　　　　　　　　　　　　　２，５５１千円

　諸収入　　　　　　　　　　　　　　　△３５６千円

　　　合　計　　　　　　　　　　　　２，１９５千円

（歳出）

　総務費　　　　　　　　　　　　　　　△３５６千円　

　後期高齢者医療広域連合納付金　　　２，５５１千円

　　　合　計　　　　　　　　　　　　２，１９５千円

　今回の補正予算は、後期高齢者医療保険基盤安定納付金

の増額が主なものであり、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。
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