
平成３１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

男女共同参画推進事業費

　

２　総務費　１　総務管理費　８　企画費

　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ２，００７千円

　男女が互いにその人権を尊重し、性別にかかわりなくそ

の個性や能力を十分に発揮できる男女共同参画社会の実現

に向けて実施する意識づくりや社会環境づくり事業の経費

や、平成３１年度に迎える「男女共同参画都市宣言20周

年」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〕 　

　 委員報酬                             ２０３千円　

　 点訳業務委託料                           ７千円

　 男女共同参画社会づくり推進活動支援補助金

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２００千円

　 事務費等　　　　　　　　　　　　 １，５９７千円

　　　（うち、都市宣言記念事業費　116千円　）



平成３１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

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１，５００千円

　

　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　　　１，５００千円 



平成３１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

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　８，６６３千円

　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

　　　　　　　　　　　　　　　　　　８，６６３千円



平成３１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

（安心こども基金特別対

　策事業補助金）

（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

　　　　　　　　　　　　　　　　　３８３，７９６千円

　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〕

　安心こども基金特別対策事業補助金　６８，６６４千円

　認定こども園施設整備交付金　　　１００，９０２千円

　保育所等整備交付金　　　　　　　２１４，２３０千円



平成３１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

（子育て支援施設等利用

　料給付事業補助金）

　

３　民生費　２　児童福祉費　１　児童福祉総務費

　　　　　　　　　　　　　　　　　　４４，０７９千円

　幼児教育・保育の無償化の実施により、子ども・子育て

支援新制度の対象とならない幼稚園、認可外保育施設の利

用料及び幼稚園の預かり保育の利用料等を給付するための

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〕

　子育て支援施設等利用料給付事業補助金

　　　　　　　　　　　　　　　　　　４４，０７９千円



平成３１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

（一箕第三こどもクラブ

　運営委託）

　

３　民生費　２　児童福祉費　 １　児童福祉総務費

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　９，９８４千円

　一箕小学校区にこどもクラブを増設し、４月１日から児

童の受け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　　　　　　　９，９８４千円

　（一箕第三こどもクラブ）

　



平成３１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

　　　　　　　　　　　　　　　３，８５２，７２２千円

　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　　　　　　１，７５５，５８１千円

　扶助費　　　　　　　　　　　２，０９７，１４１千円



平成３１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

　　　　　　　　　　　　　　　　　１２６，２７８千円

１０　教育費　３　中学校費　１　学校管理費

　　　　　　　　　　　　　　　　　　４５，８４５千円

　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、実施設計及び

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補強工事実施設計

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３，１５０千円

　［工事費］

　　・一箕小学校校舎南棟　　　　　１２２，３４０千円

　［事務費等］　　　　　　　　　　　　　　７８８千円

　○中学校費

　［委託料］

　　・第六中学校校舎耐震補強工事実施設計

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７，６３０千円

　［工事費］

　　・第五中学校校舎中央棟　　　　　３８，０６０千円

　［事務費等］　　　　　　　　　　　　　　１５５千円



平成３１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

　　　　　　　　　　　　　　　　　　２３，８５９千円

　行仁小学校の校舎等の改築に伴う関連経費について、予

算措置しようとするものです。

　

〔経費内訳〕

　事務費等　　　　　　　　　　　　　　８，８２９千円

　代替グラウンド整地委託料　　　　　　１，０９０千円

　行仁小学校西側側溝工事　　　　　　１３，９４０千円

　



平成３１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

行仁小学校校舎等建設事業

費（31～32年度継続）

　

１０　教育費　２　小学校費　３　学校建築費

　　　　　　　　　　　　　　　１，２３２，９１９千円

　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、児童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、新校舎等の建設に要する経費につ

いて、予算措置しようとするものです。

〔経費内訳〕

　事務費等　　　　　　　　　　　　　　１，８５５千円

　工事費　　　　　　　　　　　１，２３１，０６４千円

〔事業スケジュール等〕

　

　平成３０年度

　　・実施設計

　　・工作物外撤去等工事

　平成３１年度～平成３２年度

　　・新校舎等建設工事（２ヵ年継続事業）

　

　平成３３年度

　　・旧校舎解体工事

　　・グラウンド整備工事



平成３１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

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ３，７２８千円

　本市の児童生徒の豊かな心を育成するため、あいづっこ

人材育成プロジェクト事業の実施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　　　　　　　　　　　　　　　　７５千円

   まなべこツアー業務委託料　　　　　１，２４６千円

　 (仮称)あいづっこ映画から学ぶ運営協議会負担金

　　　　　　　　　　　　　　　　 　　２，４０７千円

〔主な事業内容〕 　　

 　○映画から学ぶ 　　

 　○地域から学ぶ　　

 　○まなべこツアー　　

 　



平成３１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

（特別支援員）

　

１０　教育費　１　教育総務費　３　指導研究費

　　　　　　　　　　　　　　　　　 ４３，８３０千円

　心身に障がい等があり、学校生活において支援を要する

児童生徒に対し、特別支援員を配置する経費について、予

算措置しようとするものです。

〔経費内訳〕 　

 　特別支援員賃金等　　　　　　　　４３，８３０千円

 　※３１年度は２６名を予定



平成３１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

　　　　　　　　　　　　　　　　　　６７，５０８千円

　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　　　　　　　　　　　　２４，３４１千円

 　備品購入費（電子黒板等）　　　　４３，１６７千円

〔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３１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

医療的ケア児支援事業費

　

１０　教育費　１　教育総務費　３　指導研究費

　　　　　　　　　　　　　　　　 　　５，１４９千円

　学校においてたんの吸引などの医療的ケアが日常的に必

要な児童生徒（医療的ケア児）へ支援を行うために要する

経費について、予算措置しようとするものです。 

〔経費内訳〕 　

 　事務費等　　　　　　　　　　　　　２，９８９千円

   非常勤講師報酬    　　　　　　　　２，１６０千円

 　　



平成３１年２月市議会定例会提出案件資料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　あいづっこ育成推進室

当初

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

成人式経費

　

１０　教育費　４　社会教育費　３　青少年育成費

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１，２４７千円

　二十歳を迎えた青少年の新たな門出を祝福し激励するた

めの式典を開催する経費及び、成年年齢の引き下げに伴

い、今後の式典の在り方等について検討するための経費に

ついて、予算措置しようとするものです。

〔経費内訳〕

　事務費等　　　　　　　　　　　　　　　　７０５千円

　警備等委託料　　　　　　　　　　　　　　５４２千円

　

〔事業概要〕

　事務費等内訳

　・成人式検討懇談会経費　　　　　　　　　１２６千円

　・アトラクション経費

　　(ﾋﾞﾃﾞｵﾒｯｾｰｼﾞ制作経費）　　　　　　　　１１０千円

　・その他　　　　　　　　　　　　　　　　４６９千円



平成３１年２月市議会定例会提出案件資料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　文　化　課

当初

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

文化財整備事業費

（墓料遺跡遺物再整理）

　

１０　教育費　５　文化費　２　文化財保護費

２，００７千円　

　墓料遺跡発掘調査に伴う出土遺物及び図面の再整理に要

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　　　　　　　　　　　　　　２，００７千円



平成３１年２月市議会定例会提出案件資料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　文　化　課

当初

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

指定文化財保存整備事業補

助金

（史跡旧滝沢本陣保存修理

　事業補助金）

　

１０　教育費　５　文化費　２　文化財保護費

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１，９５２千円

　所有者が実施する旧滝沢本陣（名子屋・湯殿・御入御

門）の保存修理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〕 　

 　史跡旧滝沢本陣保存修理事業補助金　　１，９５２千円

  



平成３１年２月市議会定例会提出案件資料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　文　化　課

当初

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

日新館天文台跡整備事業費

　

１０　教育費　５　文化費　２　文化財保護費

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３６０千円

　日新館天文台跡について、市民や観光客が学習できる場

として史跡の整備・活用を図るため、北側隣地の不動産鑑

定及び賃貸借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　　　　　　　　　　　　　　　１８７千円

　 不動産鑑定委託料　 　　　　　　　     １７３千円



平成３１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

社会体育事業費

（東北総合体育大会負担

　金）

　

１０　教育費　６　保健体育費　1　保健体育総務費

　　　　　　　　　　　　　　　　　　１，５００千円

　平成３１年度に福島県で開催される第46回東北総合体育

大会について、本市を会場に実施される競技の運営経費に

ついて、予算措置しようとするものです。　　　

〔経費内訳〕

　東北総合体育大会負担金

　　　　　　　　　　　　　　　　　１，５００千円

〔実施競技の概要〕　

競技名 競技会場 開会式 競技日程

テニス 会津総合運動公園

　 テニスコート

あいづドーム

8/3 8/3～4

ソフトテニス 8/24 8/24～25

ボクシング 河東総合体育館 8/23 8/23～25

相　撲 あいづ相撲場 8/24 8/24～25

なぎなた 鶴ヶ城体育館 8/24 8/24～25

 



平成３１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

市民スポーツ施設管理費

（小松原多目的運動場

　トイレ改修工事）

　

１０　教育費　６　保健体育費　１　保健体育総務費

　　　　　　　　　　　　　　　　　　１２，０００千円

　小松原多目的運動場トイレについて、現在の汲み取り式

を水洗化するとともに、合わせて男女別化を行う改修工事

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　　　　　　　　　　　　　１２，０００千円



平成３１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

（市推進協議会負担金）

　

１０　教育費　６　保健体育費　１　保健体育総務費

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　９，０００千円

　2020東京オリンピック・パラリンピック大会開催に伴い、

タイ王国ボクシングチームの事前キャンプ誘致及び同国と

の交流事業の実施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〕

　会津若松市推進協議会負担金　　　　　９，０００千円

〔事業概要〕

　○2019年に本市で事前キャンプを実施

　○ホストタウンとして各種交流事業を実施

　



平成３１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

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　６，０００千円

　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　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　６，０００千円

〔大会概要〕

　○開催日　　　平成３１年１０月６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３０年度大会実績８，５５６名）



平成３１年２月市議会定例会提出案件資料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　農　政　課

当初

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

農産物販路開拓・販売促進

事業費　　

６　農林水産業費　１　農業費　３　農業振興費

　

                             　　　１，０８５千円

　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〕

  農産物販路開拓・販売促進事業負担金　１，０８５千円



平成３１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　農林水産業費　１　農業費　３　農業振興費

　　　　　　　　　　　　　　　　　　１０，７００千円

　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　 　１０，７００千円



平成３１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

　　　　　　　　　　　　　　　　　　８，０００千円

　本市産コシヒカリを栽培方法や食味などによって厳選し、

集出荷業者が共同で、統一した精米パッケージによるブラ

ンド化やＰＲを行うことで、本市産米価格の維持向上に資

する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〕

　あいづの厳選米生産推進協議会負担金　 ８，０００千円



平成３１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

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５１，１８５千円

　　　

　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 経沢地区県営農業競争力強化農地整備事業負担金 4,425

② 槻ノ木地区県営農業競争力強化農地整備事業負担金 13,125

③ 堰場地区県営農業競争力強化農地整備事業負担金 4,375

④ 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 6,075

⑤ 吉ヶ平地区県営水利施設等保全高度化事業負担金 1,356

⑥ 湊地区県営農村地域防災減災事業負担金 2,304

⑦ 鶴沼川防災ダム地区県営農村地域防災減災事業負担金 641

⑧ 福島地区県営農業水路等長寿命化・防災減災事業負担金 4,370

⑨ 小谷地区県営農業水路等長寿命化・防災減災事業負担金 2,400

⑩ 鍋沼地区県営農業水路等長寿命化・防災減災事業負担金 2,904

⑪ 鶴沼川防災ダム県直接管理負担金 3,099

⑫ 鶴沼川防災ダム協議会管理負担金 560

⑬ 経営体育成促進事業補助金 152

⑭ 団体営水利施設整備事業補助金 418

⑮ 農地耕作条件改善事業補助金 1,476

⑯ 土地改良施設維持管理適正化事業補助金 501

⑰ その他の負担金及び事務費等 3,004

計　 51,185



平成３１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

（県猟友会安全狩猟射撃

　県大会開催補助金）

　

６　農林水産業費　２　林業費　２　林業振興費

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１００千円

　本市鳥獣被害対策実施隊の母体である県猟友会若松支部が

開催する、猟銃操作技術及び安全意識の向上を目的とした射

撃大会の一部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〕

　県猟友会安全狩猟射撃県大会開催補助金　　１００千円

　



平成３１年２月市議会定例会提出案件資料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　農　林　課

当初

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

鳥獣被害防止総合支援

モデル事業費
６　農林水産業費　２　林業費　２　林業振興費

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１，５３５千円

　野生鳥獣による農作物被害の防止にあたり、集落環境診断に

基づく地区全体での総合的な対策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〕

　事務費等　　　　　　　　　　　　　　　   　　３５千円

　鳥獣被害防止電気柵購入補助金（モデル地区）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 １，５００千円



平成３１年２月市議会定例会提出案件資料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　農　林　課

当初

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

林業専用道整備事業費

　

６　農林水産業費　２　林業費　２　林業振興費

　　　　　　　　　　　　　　　　　　３８，０００千円

　本市の森林資源の利用拡大と林業の活性化のための基盤

整備を図るため、林業専用道舟子峠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〕

　測量設計等委託料　　　　　　　　　１７，０００千円

　工事費　　　　　　　　　　　　　　２０，５２０千円

　立木損失補償費　　　　　　　　　　　　　４８０千円



平成３１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

　　　　　　　　　　　　　　　　　　３６，２２１千円

　本市の観光物産振興の推進において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　　　３６，２２１千円

〔主な事業内容〕

　〇観光ＰＲ活動事業

　　　観光パンフレットの作成・配布、ＨＰ情報発信

　〇物産振興事業

　　　各種物産展・イベント等への出展

　〇観光案内所事業

　　　会津若松駅観光案内所・飯盛山観光案内所の運営

　〇ボランティアガイド運営事業

　　　鶴ヶ城・飯盛山・御薬園・まちなかでの市民ボラン

　　ティアガイドの運営

　〇手ぶらでまちなか観光事業

　　　会津若松駅での手荷物預かりと東山・芦ノ牧温泉宿

　　泊施設への配送

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など



平成３１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

　　　　　　　　　　　　　　　　　　７８，５９５千円

　本市の地域振興事業の推進において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　　　　　　７８，５９５千円

〔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

　○まつり地域支援事業

　　　会津絵ろうそくまつり、鶴ヶ城さくらまつり大茶会、

　　　(仮称)日光東照宮流鏑馬特別公演 等

　○大戸岳山開き事業

　○歳の神事業　　　　　　　　　　　　　　　　　など



平成３１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

（近世会津と南蛮文化事業

　実行委員会負担金）

　

７　商工費　１　商工費　３　観光費

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１，０７０千円

　近代以後の会津に着目し、蒲生氏郷の入府をきっかけと

した会津における城下町の形成や殖産興業などの歴史的源

流、また、西洋文化の流入によって花開いた南蛮文化の特

徴について、市民や観光客に広く伝え交流人口の拡大を図

ることで文化振興及び地域振興に結び付けていくため、実

行委員会による特別展覧会や地域事業等の企画に要する経

費について、予算措置しようとするものです。

〔経費内訳〕

　近世会津と南蛮文化事業実行委員会負担金　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１，０７０千円



平成３１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

　　　　　　　　　　　　　　　　　　１７，６４０千円

　東日本大震災及び福島第一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　１７，６４０千円

〔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・プロモーション、

　　外国語ガイド運営等

　○コンベンション誘致事業

　　　コンベンション開催やエクスカーション等への補助

　○旅行エージェント対策事業

　　・冬季誘客のための旅行エージェント助成

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など



平成３１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

　東日本大震災及び福島第一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

　　・外国人観光客向け観光案内アプリの拡充・運営、東

　　　山盆踊り等のイベント実施、両温泉合同商談会の開

　　　催 等

　○芦ノ牧温泉

　　・外国人観光客をターゲットとしたスノータウン事業

　　　の実施、多言語パンフレットの作成、海外プロモー

　　　ション、両温泉合同商談会の開催 等



平成３１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

　　　　　　　　　　　　　　　　　　４３，２８８千円

　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、及び夜間コンテ

ンツの整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〕

　・おもてなしＩＣＴサービス委託料　　１，１００千円

　・スマホアプリ情報発信事業委託料（地方創生事業）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１，７１６千円

　・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

　・台湾誘客促進事業委託料　　　　　　１，２００千円

　・タイ誘客促進事業委託料（地方創生事業）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　８，０００千円

　・会津・置賜広域圏外国人観光客誘致促進事業委託料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５，０００千円

　・東武軸連携外国人観光客誘客促進事業委託料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５，０００千円

　・デジタルＤＭＯ推進事業負担金（地方創生事業）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５，２２４千円

　・(仮称)市ナイトタイムエコノミー推進協議会負担金

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５，２００千円

　・事務費等　　　　　　　　　　　　　　　８４８千円



平成３１年２月市議会定例会提出案件資料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　商　工　課

当初

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

商工業振興事業費

（市商店街連合会補助金）

　

７　商工費　１　商工費　２　商工業振興費

　　　　　　　　　　　　  　　　　　　４，０００千円

　本年１０月１日の消費税率引上げに伴い、市民の消費購

買意欲の喚起や地域商業の活性化対策として、市商店街連

合会が実施する消費税増税対策事業等に対する支援のため

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〕

　市商店街連合会補助金　　　　　　　　４，０００千円



平成３１年２月市議会定例会提出案件資料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　商　工　課

当初

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

商工業金融対策事業費

（創業支援信用保証料補助

金）

　

７　商工費　１　商工費　２　商工業振興費

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１，８４５千円

　市内で新たに事業を営む者の負担軽減と経営安定化を支

援するため、福島県起業家支援保証制度（以下「県制度」

という。）利用者に対し、信用保証料の一部を補助するた

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〕

  創業支援信用保証料補助金　　　　　　１，８４５千円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 ○補助対象

 　創業１年未満の事業者が、県制度の創業関連保証枠等 

 で融資を受ける際の信用保証料を補助する。

 ○補助率

 　支払った信用保証料のうち、４分の３を補助する。



平成３１年２月市議会定例会提出案件資料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　商　工　課

当初

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

地場産業振興事業費

（会津清酒消費拡大推進

　協議会負担金）

 

７　商工費　１　商工費　２　商工業振興費

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 １，７００千円

　会津清酒消費拡大推進協議会の実施する各種事業への支

援を通して、会津清酒の消費拡大による地場産業の振興を

図る経費について、予算措置しようとするものです。

〔経費内訳〕

　会津清酒消費拡大推進協議会負担金　 １，７００千円



平成３１年２月市議会定例会提出案件資料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　商　工  　課  

当初

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

地場産業振興事業費

（会津漆器使用拡大支援

　補助金）

　

７　商工費　１　商工費　２　商工業振興費

　　　　　　　　　　　　  　　　　　　２，０００千円

　会津漆器産業の振興と漆器の使用拡大を促進するため、

購入やレンタル、プロモーション動画作成など、販路拡大

にかかる支援を目的とした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〕

　会津漆器使用拡大支援補助金　　　　　２，０００千円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　



平成３１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

　　　　　　　　　　　　　　　　　　９，７１７千円

　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首都圏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

　　　　　　　　　　　　　　　　　　９，７１７千円



平成３１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

（市中小企業振興補助金）

　

７　商工費　１　商工費　２　商工業振興費

　　　　　　　　　　　　　　　　　　２８，４０９千円

　市内中小企業者及び小規模企業者の自主的な努力を助長

し、活力ある持続的な成長発展を図るため、市中小企業振

興条例に基づく施設設置及び維持管理事業、イベント事業、

人材育成事業、空き店舗対策事業、新製品の開発等に挑戦

する事業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　      　　１，８７１千円

　イベント事業補助金　　　　　　　　　４，００９千円

　人材育成事業補助金　　　　　　　　　　　３７０千円

　商店街空き店舗対策事業補助金　　　１８，９７４千円

　商店街施設維持管理事業補助金　　　　１，１８５千円

　チャレンジ企業応援補助金　　　　　　２，０００千円



平成３１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

（まちなか賑わいづくりプ

　ロジェクト事業負担金）

　

７　商工費　１　商工費　２　商工業振興費

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１，５００千円

　中心市街地への来街者の増加及び滞留性向上を図るため、

まちなか賑わいづくりプロジェクト実行委員会が実施する

豊富な地域資源の情報発信等、まちなかの賑わい創出に向

けた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〕

　まちなか賑わいづくりプロジェクト事業負担金

　１，５００千円　



平成３１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

　　　　　　　　　　　　  　　　　　　４，０００千円

　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、提案会等の開催及び

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

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４，０００千円

　



平成３１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

２５９，５０２千円　

　「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、区画２及び区画４）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　　　　　　　　 ２５９，５０２千円

〔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：２回目（平成30年度に１回目交付済み）

　○会津若松徳久工業団地（区画２及び区画４）

　　・立地企業：ヒメジ理化株式会社

　　・分譲価格：554,809,911円

　　・助 成 率 ： 6 / 1 0 以内（千円未満切り捨て）

　　・助成金額：166,442,000円（総額332,885,000円）

　　・今回交付：１回目（平成32年度に２回目交付予定）



平成３１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

生活環境対策事業費

（鳥害対策支援業務委託）
４　衛生費　１　保健衛生費　５　環境対策費

１８６千円　

　

　市街地でのムクドリ・カラスのねぐらによる鳥害対策事

業において、専門家に助言や機材の貸し出し等を含むコン

サルタント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〕

鳥害対策支援業務委託料　　　　　　　　１８６千円　



平成３１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

地域福祉活動等推進事業補

助金

（地域福祉活動推進事業補

　助金）

　

３　民生費　１　社会福祉費　１　社会福祉総務費

　　　　　　　　　　　　　　　　　　７６，４００千円

　地域福祉の推進を図るため、会津若松市社会福祉協議会

の実施する地域福祉活動基盤強化事業、老人福祉センター

運営事業、ボランティアセンター運営事業、ふれあいのま

ちづくり推進事業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〕

　地域福祉活動推進事業補助金　　　７６，４００千円



平成３１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

地域福祉計画推進事業費

　

３　民生費　１　社会福祉費　１　社会福祉総務費

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１，５１１千円

　『地域福祉計画』（平成 28年度～32年度）の基本理念

「誰もが安心して暮らせるよう地域で支え合うあいづわか

まつ」の実現に向け、現計画の推進にかかる経費及び『第

２期地域福祉計画』の策定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　　　　　　　　　　　　　　１，５１１千円



平成３１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

    　　　　　　　　　　　　　　　　１５，８４９千円

　他分野の関係機関と連携し、身近な地域での包括的な相

談支援体制の構築を図るため、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〕

　地域障がい者相談支援事業委託料　　１５，８４９千円

　※３箇所に委託

　　（平成31年度に１箇所追加）



平成３１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

  　　　　　　　　　　　　　　２，６８５，７６８千円

　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　　　　　　　　　　　２，６８５，７６８千円



平成３１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

保健衛生総務費

（骨髄移植ドナー支援

　助成金）

　

４　衛生費　１　保健衛生費　１　保健衛生総務費

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２８０千円

　骨髄移植ドナー登録者の増加及び骨髄等移植の推進を図

るため、移植を行うために必要な通院費等の助成に要する

経費について、予算措置しようとするものです。

〔経費内訳〕

　骨髄移植ドナー支援助成金　　　　　　　　２８０千円



平成３１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

成人健康診査事業費

（肺がん施設検診）

　

４　衛生費　１　保健衛生費　２　予防費

　　　　　　　　　　　　　　　　　　３１，５４８千円

　肺がん検診の受診率向上による肺がんの早期発見及び早

期治療の促進を図るため、肺がん施設検診の実施に要する

経費について、予算措置しようとするものです。

〔経費内訳〕

　肺がん施設検診委託料　　　　　　　３０，８７０千円

　事務費等　　　　　　　　　　　　　　　　６７８千円



平成３１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

鶴ヶ城公園施設改修事業費

　

８　土木費　４　都市計画費　４　公園費

１４，１２７千円 

　鶴ケ城公園における公園施設の安全確保並びに利便性の

向上を図るため、施設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　　　　　　　　　　　　　１１，３１０千円

　　・会津水泳場トイレ洋式化工事　　　４，５００千円

　　・鶴ケ城体育館電灯設備改修工事　　３，５００千円

　　・会津水泳場旧更衣室屋根改修工事　３，３１０千円

　○備品購入費

　　・バックストロークレッジ　　　　　２，８１７千円



平成３１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

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３，６３０千円

２　総務費　１　総務管理費　11　河東支所費

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２，３２９千円

　

　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　　３，４４８千円

　・事務費等　　　　　　　　　　　　　　　１８２千円

　

○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　　　１，７７４千円

　・事務費等　　　　　　　　　　　　　　　５５５千円



平成３１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

　　　　　　　　　　　　　　　　　　２７，２９６千円

　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　　　　　　　　　　　　　　１，５８２千円

　工事費　　　　　　　　　　　　　　　　　２１４千円

　防犯灯補助金　　　　　　　　　　　２５，５００千円



平成３１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３１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

立地適正化計画策定事業費

　

８　土木費　４　都市計画費　１　都市計画総務費

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１，０３１千円

　医療・福祉施設、商業施設等の都市機能や居住機能等の

都市の生活を支える機能の誘導を図るとともに、高齢者を

はじめとする住民の方々が、公共交通により、これらの生

活利便施設等にアクセスできる都市構造を目指し、将来の

まちづくりを進めていくための計画である立地適正化計画

の策定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　　　　　　　　　　　　　　１，０３１千円

　



平成３ 1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

　　　　　　　　　　　　　　　　　　１３６，２３５千円

　市内の主要な幹線道路等において、国の交付金事業等の採

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〕

　　「市道幹Ⅰ－６号線外５路線」

　　　・事務費等　　　　　　　　　　　１，９７４千円

　　　・委託料　　　　　　　　　　　１０，８００千円

　　　・工事費　　　　　　　　　　　９２，１５０千円　

　　　・用地費　　　　　　　　　　　２５，６６１千円

　　　・補償費　　　　　　　　　　　　５，６５０千円



平成３1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

　　　　　　　　　　　　　　　　　３０２，７９８千円

　市内の主要な都市計画道路において、国の交付金事業等

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　　　　　　　　　　　　７９８千円

      ・委託料　　　　　　　　　　２０，０００千円

　　　・工事費　　　　　　　　　２８１，０００千円

　　　・補償費　　　　　　　　　　　１，０００千円



平成３１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

　　　　　　　　　　　　　　　　１０２，６００千円

　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　　　　　　　　　　　　１０２，６００千円



平成３１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

　　　　　　　　　　　　　　　　　２９，２００千円

　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　　　　　　　　　　　　　２９，２００千円



平成３１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

　　　　　　　　　　　　　　　　　６６，５００千円

　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) ２９，０００千円

　工事費　　　　　　　　　　　　　　１６，０００千円

　橋梁補修工事負担金　　　　　　　　２１，５００千円



平成３１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

　　　　　　　　　　　　　　　　　１４，５００千円

　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　　　　　　　　　　　　　１４，５００千円



平成３１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

　　　　　　　　　　　　　　　　６２２，２７０千円

　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　　　　　　　　　　　１５５，６７６千円

　委託料　　　　　　　　　　　　４２７，３５３千円

　工事費　　　　　　　　　　　　　１３，２００千円

　備品購入費　　　　　　　　　　　２６，０４１千円



平成３１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

　　　　　　　　　　　　　　　　　１８６，２５０千円

　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　　　　　　　　　　　　１８６，２５０千円　

〔参考〕

　　継続費総額　　　　　　　３１９，６６０千円

　　　平成３０年度　　　　　　１３３，４１０千円

　　　平成３１年度　　　　　　１８６，２５０千円　



平成３１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

　　　　　　　　　　　　　　　　　　４９，８９５千円

　火の見櫓解体工事、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　　　　　　　　　　　　　　１，７７７千円

　工事費　　　　　　　　　　　　　　　６，３０２千円

　消防ポンプ自動車等購入費　　　　　２８，１０５千円

　消火栓新設等負担金　　　　　　　　１３，７１１千円



平成３１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

（自主防災組織設立補助

金）

　

９　消防費　１　消防費　５　防災諸費

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    ６００千円

　町内会等の自主防災組織設立を促進するため、その費用

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〕

　自主防災組織設立補助金　　　　　　　    ６００千円



平成３１年２月市議会定例会提出案件資料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秘書広聴課

当初

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

広報活動費

（ラジオ、テレビ等広報

委託）

　

２　総務費　１　総務管理費　４　文書広報費

１８，１４３千円

　本市の各種事業やイベント等の情報を広く発信するため、

テレビやラジオ、地元新聞を活用して広報する経費につい

て、予算措置しようとするものです。

〔経費内訳〕

　・テレビ広報番組制作放送委託料　　　５，８８６千円

　・ラジオ広報番組制作放送委託料　　　７，３５６千円

　・県内向けラジオ広報番組制作放送委託料　６５４千円

　・うつくしま夢だより配布委託料　　　１，００７千円

　・新聞記事作成業務委託料　　　　　　３，２４０千円



平成３１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

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５，１００千円

　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　５，１００千円



平成３１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

　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７１９千円

　

　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）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１１９千円

　地域活動事業負担金　　　　　　　　　　　６００千円

　（地域内公共施設を拠点とした地域自治の検討）



平成３１年２月市議会定例会提出案件資料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　庁舎整備室

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

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７，５２６千円

　「庁舎整備基本計画」に基づき庁舎整備事業を推進する

ため、コンストラクションマネジメント業務等に要する経

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　　　　　　　　　　　　　　１，２５６千円

　庁舎整備コンストラクションマネジメント業務委託料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　６，２７０千円

〔債務負担行為〕

　名　称　　庁舎整備コンストラクションマネジメント

　　　　　　業務委託

　期　間　　平成31年度から平成37年度まで

　限度額　　１４４，０４５千円



平成３１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

地域振興費

（集落支援員にかかる

　経費）

　

２　総務費　１　総務管理費　８　企画費

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３，３７８千円

　地域住民が主体となり地域課題の解決に取り組んでいる

湊地区地域活性化協議会（地域運営組織）の事務局機能を

強化するため、国の「過疎地域等における集落対策の推進

要綱」に基づき、地域の実情に詳しい身近な人材を集落支

援員として配置するとともに、同協議会による集落支援員

を活用した地域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〕

　人件費等（報酬、共済費、費用弁償、検診委託料）　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２，３７８千円

　集落支援員を活用した地域活動事業補助金　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１，０００千円



平成３１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

地域振興費

（地域おこし協力隊起業

　支援補助金）

　

２　総務費　１　総務管理費　８　企画費

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１，０００千円

　地域おこし協力隊員の本市への定着を図るため、国の

「地域おこし協力隊推進要綱」に基づき、平成30年度末で

任期が満了する地域おこし協力隊員の市内での起業への支

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〕

　地域おこし協力隊起業支援補助金　　　１，０００千円



平成３１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

ＩＣＴを活用した中山間地

域づくり事業費

　

２　総務費　１　総務管理費　８　企画費

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ３，７８０千円

　中山間地域のコミュニティづくりを推進するため、国の

地方創生推進交付金を活用し構築した生活支援システムや

地域内交通の運用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〕

　中山間地域生活支援システム保守等業務委託料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１，９８０千円

　中山間地域内交通自主運行事業補助金　１，８００千円



平成３１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３１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

　　　　　　　　　　　　　　　　　　３，７２４千円

　姉妹都市等との交流促進及び相互の活性化を図るため、

会津まつり交流都市の招待及び鳴門市との親善交流都市締

結２０周年記念事業の実施に要する経費に加え、会津ゆか

りの地を紹介する冊子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　　　　　　　　　　　　　　　　４９３千円

　冊子作成委託料　　　　　　　　　　　３，０６１千円

  冊子配布委託料　　　　　　　　　　　　　１７０千円

　



平成３１年２月市議会定例会提出案件資料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　総　務　課

当初

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

市制１２０周年記念事業費

　
２　総務費　　１　総務管理費　　１　一般管理費

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７，６８６千円

　市制施行１２０周年にあたり、この節目の年を市民の皆

様とお祝いするとともに市制施行の意義の再確認及び市勢

発展の歴史の振り返りを行い、もって将来に向けた市勢発

展の契機とするため、市制１２０周年記念事業の実施に要

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　　　　　　　　　　　　　　５，０５８千円

　警備等委託料　　　　　　　　　　　　　　１６４千円

　記念誌作成委託料　　　　　　　　　　１，７９３千円

　工事費　　　　　　　　　　　　　　　　　　７１千円

　市制１２０周年記念事業補助金　　　　　　６００千円

　

〔主な事業内容〕

　・市政功労者表彰

　・記念式典及び記念祝賀会

　・記念誌作成　

　・タイムカプセル継承事業

　・市制１２０周年記念事業補助金　　



平成３１年２月市議会定例会提出案件資料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　選挙管理委員会事務局

当初

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

市議会議員一般選挙及び

市長選挙に要する経費

　

　

２　総務費　４　選挙費　５　市議会議員選挙及び市長選挙費

　　　　　　　　　　　　　　　　　 １１６，１９３千円

　市議会議員一般選挙及び市長選挙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。

〔前回選挙からの主な変更〕

・市議会議員選挙における選挙運動用ビラの作成の公営

（公費負担）

・選挙権年齢の18歳への引下げ

・商業施設への期日前投票所の設置

〔経費内訳〕

　事務費等　　　　　　　　　　　　　４４，１５６千円

　管理者立会人報酬　　　　　　　　　　３，６９５千円

　会場設営等委託料　　　　　　　　　　２，１９７千円

　ポスター掲示場設置及び撤去委託料　３３，７５２千円

　選挙公報配布等委託料　　　　　　　　　　５９３千円

　選挙公営負担金　　　　　　　　　　３０，８５１千円

　個人演説会施設使用公営負担金　　　　　　２４９千円

　指定病院等不在者投票事務取扱交付金　　　７００千円

　



平成３１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

（斎場火葬炉運転維持管理

　等業務委託）

　

４　衛生費　１　保健衛生費　４　環境衛生費

４０，２１１千円

　斎場の安定的な運営のため、平成31年４月から委託業務

を開始する火葬及び運転維持管理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〕

　斎場火葬炉運転維持管理等業務委託料（平成 31年度分）

４０，２１１千円　

〇　委託内容

　火葬業務、運転維持管理業務、危機管理業務等

　

〇　委託先

　株式会社宮本工業所

　

○　契約期間

　平成 30年９月～平成 35年３月



平成３１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

会津若松駅前都市基盤整備

事業費

　

８　土木費　４　都市計画費　１　都市計画総務費

５７，０７５千円 

　会津若松駅前及びその周辺地域に求められる都市機能を

高め、地域の方々に親しまれる「まちの拠点」を形成すべ

く、官民連携による基盤整備を推進するための基本構想の

策定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　　　　　　　　　　　　　　１，０７５千円

　会津若松駅前官民連携基盤整備推進調査業務委託料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　５６，０００千円



平成３１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

　　　　　　　　　　　　　　７，２８５,５０７千円

　平成31年 1月 1日現在に在職する職員をもとに平成31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      ４８,９６７千円  

    ４節　共済費        ８,８１４千円  

　　　　　合　計      ９２,９６５千円・・（Ａ）

　

２　一般職　884名分

    ２節　給料 ３,４６１,９４８千円

    ３節　職員手当等 ２,５８２,５４３千円

    ４節　共済費 １,１４８,０５１千円

          合　計 ７,１９２,５４２千円･･ （Ｂ）

　 （Ａ）＋（Ｂ） ＝ ７,２８５,５０７千円  ･･･ （Ｃ）

（参考）

　Ⅰ 特別会計分 94名分　※水道事業会計除く　

    ２節　給料    ３７０,５４９千円

    ３節　職員手当等    ２１７,４００千円

    ４節　共済費    １２０,３３８千円

          合　計    ７０８,２８７千円･･ （Ｄ）

　  　

　Ⅱ　一般会計 + 特別会計

　　　　合計（Ｃ）+（Ｄ）＝７,９９３,７９４千円　



平成３１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、　４款　衛生費、　６款　農林水産業費、

　７款　商工費、１０款　教育費

　　　　　　　　　　　　　　　　１５３，８８５千円

　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　　１５３，８８５千円

　　（財源）国庫支出金

　　　　　　　地方創生推進交付金　６６，２４２千円

　　（財源）県補助金

　　　　　　　地域少子化対策重点推進交付金

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４５０千円

　　　　　　　ふくしま移住支援金給付事業費補助金

　　　　　　　　　　　　　　　　　　７，５００千円

　　　　　　　

　○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　（訪問介助理美容事業と拠点整備事業） 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フォーム整備事業） 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 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

4,000 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）の教育支援とともに、協会施設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〕
　・訪問介助理美容事業と拠点整備
　　業務委託料　　　　　　　 4,000千円

〔財源〕
　国庫支出金　 　　　　　　 2,000千円

4,000 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と入居企業の誘致活動
を行うことで、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や地方で起業を希望する個人の
移住を促進する。

〔経費内訳〕
　・サテライトオフィス誘致事業負担金
　　 　　　　　　　　　　　　　　 3,991千円
　・事務費等　　　　　 　　　　　　 9千円

〔財源〕
　国庫支出金　 　　　　　　 2,000千円

4,070 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フォーム整備
　　事業負担金　　　　　　　4,070千円

〔財源〕
　国庫支出金　 　　　　 　　2,035千円

14,750 千円

〔事業概要〕

　地元ICT企業や会津大学等との連携により、デジタルアートやプログラミ
ング体験など、先端技術に触れる機会を提供することで、子どもたちの
ICTへの関心や理解の醸成、プログラミング的思考やプログラミング技術
の習得などにつなげるとともに、子育て環境の充実や地元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
　　　 　　　　　　　　　　　　14,750千円

〔財源〕
　国庫支出金　 　　　　 　 7,375千円

4,500 千円

〔事業概要〕

　新たな人の流れの創出と講座や実習を通じた人材の育成によりサービ
スの高付加価値化や起業誘致等を図るため、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」の運営支援や、「熱中小学校
」のネットワークを活用したサテライトオフィスやＩＣＴオフィスビルの周知等
を行う。

〔経費内訳〕　
　・會津熱中塾事業推進協議会
　　負担金　　　　　　　　 　4,500千円

〔財源〕
　国庫支出金　 　　　　　　2,250千円



6 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

7 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

8 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

9 事業名 観光振興事業費（着地型観光促進事業） 観光課

事業費 ７款 商　工　費 １項 商　工　費 ３目 観　光　費

10 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

1,000 千円

〔事業概要〕

　交流人口の増加により、地域に仕事や経済波及効果を創出するため、
会津地域の特色ある再生可能エネルギーや植物工場、ＩＣＴ制御技術、
伝統産業などの産業資産を、観光や視察受入れなど、新たな切り口での
利活用を図る。

〔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
　　　　　　　

6,360 千円

〔事業概要〕

　会津鉄道の認知度向上と沿線地域における交流人口の拡大を促進す
るため、増加傾向にあるタイや欧米などの訪日外国人観光客に対する外
国人インフルエンサーを活用した誘客プロモーションを行う。

〔経費内訳〕
　・デジタルＤＭＯ推進事業負担金
　 （会津鉄道利用促進）
　　　　　　　　　　　　　　　　 6,360千円

〔財源〕
　国庫支出金　 　　　　　　 3,180千円

54,000 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
　市内生産者などに対し、ＩＣＴを活用した水田の水管理システムや、栽
培支援ドローンの導入を支援することで、労働力の省力化及び、コストの
削減を図り、水稲や園芸作物の更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　　　　　　    　 24,000千円
　・スマートアグリ実証事業補助金
　　　　　　　　　　　　　　 　30,000千円

〔財源〕
　国庫支出金　 　　　　　　27,000千円

12,830 千円

〔事業概要〕

　新たな観光コンテンツの洗い出しにより、テーマ性を持った着地型商品
を造成し、モニターツアー実施を経て国内外へ販売するとともに、販売後
の調査・分析及び地元事業者への活用支援を行うことにより、着地型観
光の促進を図る。

〔経費内訳〕
　・着地型観光促進事業補助金
　　　　　　　　　　　　　　  　 12,830千円

〔財源〕
　国庫支出金　 　　　　  　　6,415千円

5,224 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
　　　　　　　　　　　　　 　 　 5,224千円

〔財源〕
　国庫支出金　 　　　　　　 2,612千円



11 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

12 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

13 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

14 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（県）】

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

8,000 千円

〔事業概要〕

　東京オリンピック・パラリンピックに向け、タイ現地法人等に現地旅行エージ
ェントや現地企業への訪問、さらにはＳＮＳやメディアを活用した情報発信を
委託し、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
　　　　　　　　　　　　　 　  　8,000千円

〔財源〕
　国庫支出金　 　　　　 　　4,000千円

1,716 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
　　　　　　　　　　　　　  　 　1,716千円

〔財源〕
　国庫支出金　 　　　　　  　 858千円

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
、欧米地域等のうち、特にサムライコンテンツに関心の高いフランスやイ
ギリスに対してサムライ文化の発信、体験メニュー等の受入環境の充実を
図り、将来的な欧米地域等からの観光誘客を促進する。

〔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 2,035 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情報配信アプリ
ケーション「あいづっこ＋（プラス）」の普及を促進し、学校と家庭のコミュ
ニケーションの強化及び教育現場におけるデジタルコンテンツの活用を
推進するとともに、あいづっこ＋の利便性の向上と登録者数の増加を図
る。

〔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
　　　　　　　　　　　　 　　　　2,035千円

〔財源〕
　国庫支出金　 　　　　　　 1,017千円

900 千円

〔事業概要〕
　
　結婚を希望する独身男女を対象に、自信を持って婚活に取り組んでも
らうとともに結婚後の生活に関する不安の軽減を図るためのセミナーを開
催するほか、ハートフルサポーターのフォローアップセミナーや学生を対
象としたライフデザインセミナーを開催し、結婚に対して温かい社会づくり
・機運の醸成を図る。

〔経費内訳〕
　・報償費等　　　 　　　　　   900千円

〔財源〕
　県補助金　 　　　　　　 　 　450千円



【移住支援給付事業費補助金（県）】

1 事業名 地域振興費　（移住支援事業） 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

【ＩＣＴ・ＩｏＴ推進事業】

1 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

2 事業名 オンライン診療推進事業 健康増進課

事業費 ４款 衛　生　費　 １項 保健衛生費 １目 保健衛生総務費

10,000 千円

〔事業概要〕
　
　東京圏への過度な一極集中の是正及び地方の担い手不足対策のた
め、東京圏から市内に移住し就業する者、または起業する者に対し移住
支援金を支給する。

〔経費内訳〕
　・市移住支援給付金　
　　　　　　　　　　　　 　　 　10,000千円

〔財源〕 
　県補助金　　　　　　  　　 7,500千円

会津大学地域教育研究等支援事業費（会津大学地域連携促進事業）

5,000 千円

〔事業概要〕
　
　新たな産業や雇用の創出を図る環境づくりを進めるため、会津大学が Ｉ
ＣＴオフィス「ＡⅰＣＴ」の開設などによる誘致企業等と連携して行う教育
研究活動及び共同開発への取組を支援する。

〔経費内訳〕
　・会津大学地域教育研究等支援
　事業費　　　　　　　 　  　5,000千円

5,500 千円

〔事業概要〕
　
　地域医療支援病院や医師会と連携し、ＩＣＴを活用したオンライン診療
の普及や推進を支援していくことで、受診者や医師の負担軽減を図り、
地域医療サービスの向上を図る。

〔経費内訳〕
　・オンライン診療推進事業補助金
　　　　　　　　　　　　　　  　5,500千円



平成３ 1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　　　　　　１１，６９３，７５１千円

　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　　　　　２，０１０，０２７千円

　　国庫支出金　　　　　　　　　　　２，１１０千円

　　県支出金　　　　　　　　８，２１２，９６５千円

　　繰入金　　　　　　　　　１，４１６，８０９千円

　　その他　　　　　　　　　　　　５１，８４０千円

　　　　　　計　　　　　　１１，６９３，７５１千円

（歳出）

　　総務費　　　　　　　　　　　３５１，６４２千円

　　保険給付費　　　　　　　８，１３８，５６３千円

　　国民健康保険事業費納付金

　　　　　　　　　　　　　　３，０３０，６２９千円

　　保健事業費　　　　　　　　　１３４，５０１千円

　　その他　　　　　　　　　　　　３８，４１６千円

　　　　　　計　　　　　　１１，６９３，７５１千円



平成３１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　　　　　　　　　　１６，３４１千円

　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　　　　　　　　　４，８７４千円

　　繰越金　　　　　　　　　　　　　１，００２千円

　　雑入　　　　　　　　　　　　　　　　　　１千円

　　市債　　　　　　　　　　　　　　９，０００千円

　　　　計　　　　　　　　　　　　１６，３４１千円

（歳出）

　　一般管理費　　　　　　　　　　１３，４３１千円

　　営繕費　　　　　　　　　　　　　２，１４５千円

　　元金　　　　　　　　　　　　　　　　１５０千円

　　利子　　　　　　　　　　　　　　　　　１５千円　

　　予備費　　　　　　　　　　　　　　　６００千円

　　　　計　　　　　　　　　　　　１６，３４１千円



平成３１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  　　　　　　　　　１８，７５９千円

　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　　　　　　　　　　　　２，３８１千円　

　　水道手数料　　　　　　　　　　　　　　　１千円

　　督促手数料　　　　　　　　　　　　　　　１千円

　　繰越金　　　　　　　　　　　　　２，３１３千円

　　雑入　　　　　　　　　　　　　　　　４６２千円

　　市債　　　　　　　　　　　　　１３，６００千円

　　　　計　　　　　　　　　　　　１８，７５９千円

（歳出）

　　一般管理費　　　　　　　　　　１２，０８９千円

　　営繕費　　　　　　　　　　　　　６，０８２千円

　　元金　　　　　　　　　　　　　　　　１５０千円

　　利子　　　　　　　　　　　　　　　　　１５千円　

　　予備費　　　　　　　　　　　　　　　４２３千円

　　　　計　　　　　　　　　　　　１８，７５９千円



平成３１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　　　　　　　　１２８，３９３千円

　本年度の予算は、若松城天守閣の長寿命化対策、二ノ丸

芝生広場整備、史跡若松城跡ライトアップ、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。

 〇若松城整備等基金積立金　　　　　 ２８，８５１千円

 ○若松城天守閣長寿命化基本設計委託 　９，５４５千円

 〇二ノ丸芝生広場整備工事　　　　　 ２１，７２５千円

 〇史跡若松城跡ライトアップ　　　　 １６，３１０千円

（歳入）

事業収入　　　　　　　　　９４，３５０千円

使用料及び手数料　　　　　　　　３７３千円

財産収入　　　　　　　　　　　　　６９千円

寄附金　　　　　　　　　　　　　　　１千円

繰入金　　　　　　　　　　２１，７２５千円

繰越金　　　　　　　　　　　３，０００千円

諸  収入　　　　　　　　  　  　  　８，８７５  千円  　

　　 計 　　　　　　　　１２８，３９３千円

（歳出）

総務費　　　　　　　　　　５５，４２３千円

若松城天守閣費　　　　　　２６，００４千円

若松城整備費　　　　　　　４１，１８２千円

麟閣費　　　　　　　　　　　１，８０５千円

駐車場費　　　　　　　　　　１，９７９千円

予備費　　　　　　　　　  　  　２，０００千円  　

　　 計 　　　　　　　　１２８，３９３千円



平成３１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　　　　　　３，４８２，２００千円

　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、

水道部との組織統合に要する経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　　　　　　　３９，６５９千円

　　使用料及び手数料　　　　１，７２３，１０１千円

　　国庫支出金　　　　　　　　　３０３，８００千円

　　県支出金　　　　　　　　　　　　５，９８０千円

　　一般会計繰入金　　　　　　　６７８，２１６千円

　　市債　　　　　　　　　　　　７１４，７００千円

　　その他　  　　　　　　　　　　　１６，７４４  千円  

　      計　　　　　　　　　３，４８２，２００千円

（歳出）

　　下水道総務費　　　　　　　　２２９，８９７千円

　　下水道建設費　　　　　　１，１４４，９５３千円

　　下水道管理費　　　　　　　　６０６，６７６千円

　　公債費　　　　　　　　　１，４９７，６７４千円

　　予備費  　　　　　　　　　　　　　３  ，０００千円  

　　　　計　　　　　　　　　３，４８２，２００千円　



平成３１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　　　　　　　　　１６２，６２６千円

　本年度の予算は、公設地方卸売市場の適正な運営のため

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、市債等を財源として措

置しようとするものです。

（歳入）

　　市場使用料　　　　　　　　　７９，５９８千円

　　一般会計繰入金　　　　　　　３３，１７３千円

　　繰越金　　　　　　　　　　　　３，０００千円

　　諸収入　　　　　　　　　　　　　　　５５千円

　　地方卸売市場事業費債　　　　４６，８００千円　　

　　　　計　　　　　　　　　　１６２，６２６千円

（歳出）

　　管理運営費　　　　　　　　１３２，１５０千円

　　（内訳）

　　　事務費等　　　　　　　　　　２，９８９千円

　　　委託料　　　　　　　　　　７０，５８４千円

　　　使用料及び賃借料　　　　　　　　１４７千円

　　　工事費　　　　　　　　　　５８，４３０千円

　　公債費　　　　　　　　　　　２９，４７６千円

　　予備費　　　　　　　　　　　　１，０００千円　

　　　　計　　　　　　　　　　１６２，６２６千円



平成３１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　　　　　　　　　 ８５６，９９５千円

　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　　　　　　　　　　　　３６千円

　　国庫支出金　　　　　　　　　　　４３，２００千円

　　繰入金　　　　　　　　　　　  ５８４，２７７千円

　　繰越金　　　　　　　　　　　　　２５，０００千円

　　諸収入　　　　　　　　　　　　  ５０，０８２千円

　　市債　　　　　　　　　 　　　　 ６４，４００  千円  

　　　　計　　　　　　　　　　　  ８５６，９９５千円　

（歳出）

　　土地区画整理事業費　　　　　　３５３，５５１千円　

　　公債費　　　　　　　　　　　　５００，４４４千円

　　予備費　　　　　　　　　　　　　　３，０００千円

　　  計　　　　　　　　　　  　　８５６，９９５千円



平成３１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　　　　　　　　　２８０，５００千円

　本年度の予算は、施設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）

　　分担金及び負担金　　　　　　　　１，１３０千円

　　使用料及び手数料　　　　　　　４９，５９７千円

　　一般会計繰入金　　　　　　　２０４，０４０千円

　　市債　　　　　　　　　　　　　２０，７００千円

　　その他　  　　　　　　　　　　　　５，０３３  千円  　

    　　計　　　　　　　　　　　２８０，５００千円　

（歳出）

　　総務管理費　　　　　　　　　　１４，７０９千円

　　建設費　　　　　　　　　　　　１８，１８６千円

　　管理費　　　　　　　　　　　　６５，１５４千円

　　公債費　　　　　　　　　　　１８１，４５１千円

　　予備費　  　　　　　　　　　　　　１，０００  千円  

　　　　計　　　　　　　　　　　２８０，５００千円　



　　　

平成３１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　　　　　　１２，０４４，１７６千円

　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　　　　　　　　　２，４４２，１３６千円

　国庫支出金　　　　　　　２，８５６，７７１千円

　支払基金交付金　　　　　３，１０１，２８２千円

　県支出金　　　　　　　　１，７４７，１０２千円

　一般会計繰入金　　　　　１，８０４，３８１千円

　基金繰入金　　　　　　　　　　９１，４５７千円

　その他  　　  　　　　　  　　　　　　１，０４７千円  　

　　　　　計　　　　　　１２，０４４，１７６千円

（歳出）　　　　　　　　　　　　　　　　　

　一般管理費　　　　　　　　　１８９，１２５千円

　賦課徴収費　　　　　　　　　　　７，２１８千円

　介護認定審査会費　　　　　　　９５，３２３千円

　運営協議会費　　　　　　　　　　　　７７７千円

　保険給付費　　　　　　１０，９６４，２１５千円

　地域支援事業費　　　　　　　７８０，７１５千円

　その他  　　　　　　　　　　  　　  　６，８０３  千円  

　　　　　　　計　　　　　　１２，０４４，１７６千円　



平成３１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　　　　　　　　　３６２，５００千円

　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　　　　　　　　５，６３４千円

　　使用料及び手数料　　　　　　　４７，４００千円

    国庫支出金　　　　　　　　　　１５，６２２千円

　　県支出金　　　　　　　　　　　　６，１４０千円

　　一般会計繰入金　　　　　　　１４５，５０３千円

　　市債　　　　　　　　　　　　１２８，２００千円

　　その他　  　　　　　　　　　　　１４，００１  千円  

    　　計　　　　　　　　　　　３６２，５００千円

（歳出）

　　総務管理費　　　　　　　　　　　６，９４７千円

　　施設整備費　　　　　　　　　１６６，７５７千円

　　施設維持管理費　　　　　　　１３６，１８２千円

　　公債費　　　　　　　　　　　　５２，１１４千円

　　予備費　　　　　　　　　　　　　　　５００千円

　　　　計　　　　　　　　　　　３６２，５００千円



平成３１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　　　　　　　１１５，０７４千円

　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　　　　　　 　　　 　１１５，０７４千円

　　　　計　　　　　　　　　  　１１５，０７４千円

（歳出）

　　宅地整備事業費　　　　　  　　　６，２３４千円

　　予備費　　　　　　　　　  　１０８，８４０千円

　　　　計　　　　　　　　　  　１１５，０７４千円



平成３ 1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　　　　　　　１，３３８，５３５千円

　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　　　　９６８，３５４千円

　　繰入金　　　　　　　　　　　３６２，７０３千円

　　その他　　　　　　　　　　　　　７，４７８千円

　　　　　計　　　　　　　　１，３３８，５３５千円

 （歳出）

　　 総務費　　　　　　　　　 　 　５１，６５３千円

　　 後期高齢者医療広域連合納付金

　　　　　　　　　　　　　 　１，２８１，８１６千円

　 　諸支出金　　　　　　　　　　　　４，０６６千円

　　 予備費　　　　　　　　　　　　　１，０００千円

　　　　　計　　　　　　　　 １，３３８，５３５千円　


	01-01 男女共同参画推進事業費（協働・男女参画室）
	01-02 市民協働推進事業費（行政提案型協働モデル事業委託）（協働・男女参画室）
	01-03 【こ家】ファミリー・サポート・センター
	01-04 【こ保】施設整備交付金
	01-05 【こ保】子育て支援施設等利用料給付事業補助金
	01-06 【こ保】児童健全育成事業費 一箕第三こどもクラブ
	01-07 【こ保】子どものための教育・保育給付事業費
	01-08 学校施設耐震化
	01-09 行仁小改築事業費
	01-10 行仁小校舎等建設事業費
	01-11 あいづっこ人材プロジェクト
	01-12 指導研究に要する経費（特別支援員）
	01-13 学力向上推進事業
	01-14 医療的ケア児支援事業
	01-15 成人式
	01-16 墓料遺跡
	01-17 旧滝沢本陣
	01-18 天文台跡
	01-19 東北総体
	01-20 小松原ﾄｲﾚ
	01-21 オリパラ
	01-22 鶴マラ
	02-01_農産物販路開拓・販売促進事業費
	02-02「会津の食」ブランド化事業費
	02-03_市産米価格維持向上推進事業費
	02-04_土地改良事業費
	02-05_鳥獣被害対策事業費
	02-06_鳥獣被害防止総合支援モデル事業費
	02-07_林業専用道整備事業
	02-08 ビューロー補助金（通常)
	02-09 会津まつり協会
	02-10 近世会津・南蛮文化
	02-11 観光物産復興特別
	02-12 温泉地域活性化推進事業_震災復興特別分
	02-13 国際観光推進事業費
	02-14 市商連
	02-15 創業支援信用保証料補助金
	02-16 清酒消費拡大
	02-17 会津漆器使用拡大
	02-18 桜咲く会津プロ
	02-19 振興条例
	02-20 賑わいプロジェクト
	02-21漆香るプロジェクト
	02-22 企業誘致促進事業費
	03-01 鳥害対策
	03-02 【地福】地域福祉活動等推進事業費補助金
	03-03 【地福】地域福祉計画推進事業費
	03-04 【障がい】地域生活支援事業費
	03-05 【地福】生活保護法に基づく各種扶助費等
	03-06 【健増】骨髄移植ドナー助成
	03-07 【健増】肺がん施設検診
	03-08 鶴ケ城施設改修
	04-01.02地域内交通運営支援事業費（北会津・河東支所）
	04-03 防犯灯設置等事業費
	04-04 空家対策費（改修補助）
	04-05 立地適正化計画
	04-06 舗装及び改良事業費
	04-07 都市計画街路事業費
	04-08 道路維持修繕事業費
	04-09 舗装補修事業費
	04-10 橋梁長寿命化修繕事業費
	04-11 溢水対策事業費
	04-12 除雪対策事業費
	04-13 城前団地建設事業費（30～31）
	04-14消防施設整備費
	04-15防災対策費（自主防災組織設立補助金）
	05-01 広報活動費（ラジオ、テレビ等広報委託料）（秘書広聴課）
	05-02 未来人財育成事業費（企画調整課）
	05-03 自治基本条例推進事業費（企画調整課）
	05-04 庁舎整備事業費（庁舎整備室）
	05-05 地域振興費（集落支援員にかかる経費）（地域づくり課）
	05-06 地域振興費（地域おこし協力隊起業支援補助金）（地域づくり課）
	05-07 ＩＣＴを活用した中山間地域づくり事業費
	05-08.09地域活性化事業費（地域づくり委員会負担金）（北会津・河東支所）
	05-10 姉妹都市
	05-11 市制120周年
	05-12　市議会議員・市長選挙
	05-13斎場運営費（斎場火葬炉運転維持管理等業務委託料）
	05-14 駅前都市基盤整備
	05-15 職員人件費
	06-01 「地方創生」枠_とびら
	06-02 「地方創生」枠_一覧（全体まとめ）V3.0
	1/4
	2/4
	3/4
	4/4

	07-01.国保特会
	07-02 湊町簡水特会
	07-03 西田面簡水特会
	07-04 観光特会
	07-05 下水特会
	07-06.地方卸売市場事業特会
	07-07.区画特会
	07-08 農集排特会
	07-09 介護特会
	07-10 個別排特会
	07-11 三本松特会
	07-12 後期高齢特会

