
令和３年２月市議会定例会提出案件資料
２月補正

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

地域公共交通活性化事業費
（市町村生活交通対策事業
運行費補助金）
（生活交通路線運行維持対
策事業補助金）

２　総務費
　１　総務管理費
　　８　企画費

【地域づくり課】

補 正 額 22,700千円

財源内訳

国県支出金 市債 その他 一般財源

千円
439

千円
22,261

〔事業目的〕
　路線バスの確保・維持を目的とした運行支援に係る補助
金について、経常費用の増加等により経常欠損額が当初見
込み額を上回ったことによる追加支援に要する経費

〔事業概要〕
　市町村生活交通対策事業運行費補助金　　12,550千円
　生活交通路線運行維持対策事業補助金　　10,150千円

公共施設維持整備等基金積
立金

２　総務費
　１　総務管理費
　　５　財政管理費

【財政課】

補 正 額 449,351千円

財源内訳

国県支出金 市債 その他 一般財源

千円
449,351

〔事業目的〕
　会津若松地方土地開発公社の解散に伴う残余財産（準備
金449,431千円）について、本市の社会資本整備に向け、
公共施設の維持補修、保全、整備等に活用するため、公共
施設維持整備等基金に積み立てる経費

〔事業概要〕
　公共施設維持整備等基金積立金（元金）　449,431千円
　　　　　　　〃　　　　　　　（利子）　　 △80千円



令和３年２月市議会定例会提出案件資料
２月補正

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

職員人件費（一般会計）
　
　１款 　議会費から

　10款 　教育費まで

【人事課】

補 正 額 88,539千円

財源内訳

国県支出金 市債 その他 一般財源

千円
△799

千円
89,338

〔事業目的〕
　令和２年度給与改定及び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等についての人件費の補正

〔事業概要〕
１　給与の改定に伴う補正
　①　特別職
    職員手当等   　　　　　　△１７６千円

    共済費   　　　　  　　△１２千円

      合　計 　　　　　　　△１８８千円　･･･（Ａ）

　②　一般職
    職員手当等   　　　△１４，６０４千円

    共済費   　　　　△３，８８５千円

      合　計 　　　　△１８，４８９千円　･･･（Ｂ）

   （Ａ）＋（Ｂ） ＝ 　△１８，６７７千円　･･･（Ｃ）

２　退職手当額等の補正

    職員手当等   　　　１０７，２１６千円　･･･（Ｄ）

（内訳）退職手当　　１０５，８１６千円

　　　　時間外勤務手当　１，４００千円

   （Ｃ）＋（Ｄ） ＝ 　　８８，５３９千円　･･･（Ｅ）

（参考）

　Ⅰ 特別会計分
　（※水道事業会計・下水道事業会計を除く）　
      職員手当等   　△１，０７７千円

      共済費   　　　△１６２千円

        合　計  　 △１，２３９千円　･･･（Ｆ）

　Ⅱ　一般会計 + 特別会計
   （Ｅ）＋（Ｆ） ＝ 　  ８７，３００千円



令和３年２月市議会定例会提出案件資料
２月補正

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

コミュニティセンター運営
費
　
２　総務費
　１　総務管理費
　　15　諸費

【環境生活課】

補 正 額 1,019千円

財源内訳

国県支出金 市債 その他 一般財源

千円
1,019

〔事業目的〕
　鶴城、城南、謹教の各コミュニティセンターにおける新
型コロナウイルス感染症の影響による指定管理者の収入減
の補填等に要する経費

〔事業概要〕
　指定管理料　　1,019千円

担い手総合支援事業費
　
６　農林水産業費
　１　農業費
　　３　農業振興費

【農政課】

補 正 額 3,780千円

財源内訳

国県支出金 市債 その他 一般財源

千円
3,780

〔事業目的〕
　実質化された人・農地プランを策定した地域の中心経営
体である認定農業者に対し、農業経営の発展・改善を目的
とした融資の活用による農業用機械・施設の導入を支援す
るための経費

〔事業概要〕
　担い手確保・経営強化支援事業補助金　3,780千円
　※国令和２年度第三次補正予算に基づく補助事業

　　事業費　　：8,316,550円
　　助成対象者：１経営体
　　導入機械　：田植機、籾摺機、色彩選別機
　　補助率　　：１／２以内

　※令和３年度へ全額繰越（繰越明許費）



令和３年２月市議会定例会提出案件資料
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

【農林課】

予 算 額 　44,182千円

財源内訳

国県支出金 市債 その他 一般財源

千円
44,500

千円
△318

〔事業目的〕
　令和２年度の土地改良事業費の確定や国の補正予算に伴う事
業費の一部負担変更

〔事業概要〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（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 △41

② 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 2,337

③ 吉ヶ平地区県営水利施設等保全高度化事業負担金 5,465

④ 鶴沼川防災ダム地区県営農村地域防災減災事業負担金 752

⑤ 鍋沼地区県営農業水路等長寿命化・防災減災事業負担金 122

⑥ 佐布川地区県営農村地域防災減災事業負担金 47

⑦ 高野地区県営農地中間管理機構関連農地整備事業負担金 35,500

計　 44,182

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

【まちづくり整備課】

補 正 額 92,067千円

財源内訳

国県支出金 市債 その他 一般財源

千円
45,500

千円
46,500

千円
67

〔事業目的〕
　令和２年度国交付金の防災・減災、国土強靭化の推進に対す
る追加補正予算に伴い、令和３年度事業の一部前倒しにより、
市内の主要な幹線道路などの整備を推進するために要する経費

〔事業概要〕
　市道幹Ⅰ－３７号線外２路線　　92,067千円
　・測量設計等委託料　　8,667千円
　・工事費　　　   　  62,200千円
  ・用地費　　　　　　 16,053千円
　・補償費　　        　5,147千円

　※令和３年度へ今回の補正を含め114,467千円を繰越
　　（繰越明許費）



令和３年２月市議会定例会提出案件資料
２月補正

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

県施行工事負担金
　
８　土木費
　４　都市計画費
　　１　都市計画総務費

【まちづくり整備課】

補 正 額 2,500千円

財源内訳

国県支出金 市債 その他 一般財源

千円
2,200

千円
300

〔事業目的〕
　令和２年度国交付金の防災・減災、国土強靭化の推進に
対する追加補正予算に伴い、県事業費（用地補償費）の増
額に伴う市負担金

〔事業概要〕
　都市計画道路藤室鍛冶屋敷線（新横町工区）　
　　・県施行工事負担金　　2,500千円

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

【まちづくり整備課】

補 正 額 35,000千円

財源内訳

国県支出金 市債 その他 一般財源

千円
19,250

千円
15,700

千円
50

〔事業目的〕
　令和２年度国交付金の防災・減災、国土強靭化の推進に
対する追加補正予算に伴い、令和３年度事業の一部前倒し
による用地取得の実施に要する経費

〔事業概要〕
　都市計画道路　藤室鍛冶屋敷線

・物件等調査委託料　　3,115千円
・用地費　            3,885千円
・補償費　           28,000千円

　※令和３年度へ全額繰越（繰越明許費）



令和３年２月市議会定例会提出案件資料
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

【まちづくり整備課】

補 正 額 256,400千円

財源内訳

国県支出金 市債 その他 一般財源

千円
128,200

千円
128,200

〔事業目的〕
　令和２年度国交付金の防災・減災、国土強靭化の推進に
対する追加補正予算に伴い、令和３年度事業の一部前倒し
による公園施設長寿命化工事の実施に要する経費

〔事業概要〕
　工事費　　256,400千円
　　あいづ球場スタンド改修工事外８工事

　※令和３年度へ今回の補正を含め381,203千円を繰越
　　（繰越明許費）

御薬園管理運営費
　
10　教育費
　５　文化費
　　２　文化財保護費

【文化課】

補 正 額 4,568千円

財源内訳

国県支出金 市債 その他 一般財源

千円
4,568

〔事業目的〕
　御薬園における新型コロナウイルス感染症の影響による
指定管理者の収入減の補填等に要する経費

〔事業概要〕
　指定管理料　　4,568千円

コミュニティプール管理費

10　教育費
　６　保健体育費
　　１　保健体育総務費

【スポーツ推進課】

補 正 額 3,386千円

財源内訳

国県支出金 市債 その他 一般財源

千円
3,386

〔事業目的〕
　コミュニティプールにおける新型コロナウイルス感染症
の影響による指定管理者の収入減の補填等に要する経費

〔事業概要〕
　指定管理料　　3,386千円



令和３年２月市議会定例会提出案件資料
２月補正

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

国民健康保険特別会計

【国保年金課】
　　

歳　入

　国民健康保険税　　　　 △11,425千円
　国庫支出金　　　　　　　 11,425千円
　財産収入 　　　　　　　　　△26千円
　繰入金　 　　　　　　　  67,372千円
　　　　 　　　　　　計　  67,346千円　

歳　出

　総務費　　　　　　　　　　△749千円
　保健事業費　　　　　　　　　△8千円
　準備金積立金　　　　 　　　△26千円
　予備費　　　　　　　　　 68,129千円
　　　　 　　　　　　計　  67,346千円　

〔概要〕
　新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維
持者の収入が減少した方等への国民健康保険税の減免にか
かる経費及び職員の給与改定等に伴う人件費の調整が主で
あり、国庫補助金や一般会計繰入金を財源として措置
　その他の経費については、本年度の整理予算

観光施設事業特別会計

【観光課】 歳　入

　財産収入　　　　　　　　△42千円
　寄附金　　　　　 　 　10,551千円
　諸収入　　　　　　　 　　422千円
　　　　　　　　　　計　10,931千円　

歳　出

　総務費　　　　　　　　10,478千円
　若松城天守閣費　　 　△3,708千円
  若松城整備費　　　　 △1,264千円
  麟閣費　　　　　 　　△1,950千円
  駐車場費　　　　　　 △1,390千円
　予備費　　　　　　　　 8,765千円
　　　　　　　　　　計　10,931千円

〔概要〕
　各種事業費の確定等に伴う本年度の整理予算



令和３年２月市議会定例会提出案件資料
２月補正

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

扇町土地区画整理事業特別
会計

【開発管理課】
　　

歳　入 　繰入金（一般会計繰入金）　△140千円

歳　出
　土地区画整理事業費
　　一般管理費（職員人件費）
　　　　　　　　　　　　 　△140 千円

〔概要〕
　職員の給与改定等に伴う人件費の調整に要する経費を措
置するとともに、扇町土地区画整理事業及び扇町土地区画
整理促進事業に係る繰越明許費を設定

　繰越明許費：扇町土地区画整理事業費　　　32,408千円
　　　　　　　扇町土地区画整理促進事業費 106,000千円

介護保険特別会計

　　【高齢福祉課】

歳　入

　国庫支出金　　　　　　 21,659千円
　支払基金交付金　　　　 △ 515千円
　県支出金　　　　　　 △ 1,106千円
　財産収入　　　　　　　 △ 102千円
　一般会計繰入金　　　 △ 1,519千円
　　　　　　　　　　計   18,417千円

歳　出

　総務費　　　　　　　 　△ 413千円
　地域支援事業費　　　　  1,496千円
　基金積立金　　　　　 　17,334千円
　　　　　　　　　　計   18,417千円

〔概要〕
　職員の給与改定等に伴う人件費の調整とともに、本年度
の整理予算として措置



令和３年２月市議会定例会提出案件資料
２月補正

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

後期高齢者医療特別会計
　　

【国保年金課】 歳　入
繰入金　 　　　　　 　　　　3,328千円
　　　　 　　　　　   　計　3,328千円

歳　出

総務費　　　　　　　　　　 　△58千円
後期高齢者医療広域連合納付金
　　　　　　　　 　　　　 　3,386千円
　　　　 　　　　　   　計　3,328千円　

〔概要〕
　職員の給与改定等に伴う人件費の調整及び後期高齢者医
療広域連合への保険基盤安定納付金の増額であり、一般会
計繰入金を財源として措置


