
令和２年５月市議会臨時会提出案件資料

５月臨時

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

庁内情報化推進事業費

情報ネットワーク基盤整備

事業費

２ 総務費

　１ 総務管理費

　　３ 情報管理費

【情報統計課】

予 算 額 8,868千円

財源内訳

国県支出金 市債 その他 一般財源

千円

8,868

〔事業目的〕

　新型コロナウイルス感染症対策に伴い、ビデオ会議シス

テム環境並びに職員の在宅勤務を含めたテレワーク環境の

整備・拡充を行うための経費

〔事業概要〕

○庁内情報化推進事業費　　4,018千円

　市がビデオ会議を主催できるようにするとともに、会議

室に大型モニターを設置し、大規模なテレビ会議を実施可

能とする。

○情報ネットワーク基盤整備事業費　　4,850千円

　職員が自宅などの庁舎外からインターネットを経由して、

安全に市の情報システムへアクセスし、既存の職場と同様

に業務を遂行できるようリモート接続環境を拡充する。



令和２年５月市議会臨時会提出案件資料

５月臨時　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

広報発刊費

　

２　総務費

　１　総務管理費

　　４　文書広報費

【秘書広聴課】

予 算 額 3,004千円

財源内訳

国県支出金 市債 その他 一般財源

千円

3,004

〔事業目的〕

　新型コロナウイルス感染症に関する市民への情報発信、

啓発等、緊急時に速やかな広報対応を図るための経費

〔事業概要〕

　・事務費等　　　　　　　　　　　1,762千円

　・チラシ等新聞折込業務委託料　　　879千円

　・市政だより配布等委託料　　　　　363千円

　



令和２年５月市議会臨時会提出案件資料

５月臨時

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

庁舎管理費

　

２　総務費

　１　総務管理費

　　７　財産管理費

【総務課】

予 算 額 3,904千円

財源内訳

国県支出金 市債 その他 一般財源

千円

3,904

〔事業目的〕

　新型コロナウイルス感染症の感染拡大の防止のための職

場密度削減の取組として、市役所の新たな執務空間の確保

を図るために要する経費

〔事業概要〕

　①　追手町第二庁舎機械警備業務委託料　　　770千円

　　　追手町第二庁舎使用エリア拡大に伴う機械警備業務

    委託料

　②　追手町第二庁舎清掃業務委託料　　　　3,134千円

　　　追手町第二庁舎使用エリア拡大に伴う清掃業務委託

　　料



令和２年５月市議会臨時会提出案件資料

５月臨時

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

防災対策費

　

９　消防費

　１　消防費

　　５　防災諸費

【危機管理課】

予 算 額 4,400千円

財源内訳

国県支出金 市債 その他 一般財源

千円

2,000

千円

2,400

〔事業目的〕

　避難所における新型コロナウイルス感染症の感染拡大を

防止するために必要な備蓄品の確保に要する経費

〔事業概要〕

　避難所における感染症対策として、発熱や咳等の症状が

ある避難者の専用スペースを確保するため、各避難所に段

ボール製のパーテーションを整備する。

　

　・災害用備蓄品（間仕切りパーテーション）4,400千円

　



令和２年５月市議会臨時会提出案件資料

５月臨時

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

自立生活サポート事業費

　

３　民生費

　１　社会福祉費

　　１　社会福祉総務費

【地域福祉課】

補 正 額 29,137千円

財源内訳

国県支出金 市債 その他 一般財源

千円

21,852

千円

7,285

〔事業目的〕

　今回の補正予算は、新型コロナウイルス感染症の影響に

より大幅な増加が見込まれる住居確保給付金の給付等に要

する経費

〔事業概要〕

　報酬（相談・就労支援員時間外手当）　1,477千円

　扶助費（住居確保給付金）　　 　　　27,660千円
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５月臨時

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

感染症対策費

　

４　衛生費

　１　保健衛生費

　　２　予防費

【健康増進課】

予 算 額 19,798千円

財源内訳

国県支出金 市債 その他 一般財源

千円

5,140

千円

14,658

〔事業目的〕

　新型コロナウイルス感染症対策のための発熱外来の整備、

医療資材の確保及び医療従事者支援に要する経費

〔事業概要〕

　発熱外来整備事業　　　　　　　　 7,137千円

  医療資材確保事業　　　　　　　　10,501千円

　医療従事者支援事業　　　　　　　 2,160千円
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５月臨時

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

夜間急病センター運営費

　

４　衛生費

　１　保健衛生費

　　３　夜間急病センター

　　　　費

【健康増進課】

予 算 額 992千円

財源内訳

国県支出金 市債 その他 一般財源

千円

992

〔事業目的〕

　新型コロナウイルス感染症対策のための夜間急病セン

ター診療用医療資材の確保等に要する経費

〔事業概要〕

　医療資材購入　　　　　　 　　879千円

　白衣等クリーニング　　　　　 113千円
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５月臨時

　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

商工業振興事業費

　

７　商工費

　１　商工費

　　２　商工業振興費

【商工課】

予 算 額 566,471千円

財源内訳

国県支出金 市債 その他 一般財源

千円

566,471

〔事業目的〕

　新型コロナウィルス感染症に係る対策として、市内経済の回

復を目的に、商店街及び飲食店等の活性化を図る民間団体等の

取組の支援、並びに施設の休止等、県の要請に協力した事業者

の事業の継続及び再開の支援に要する経費

〔事業概要〕

１　市商店街連合会補助金　　　　　　　　　5,000千円

　市商店街連合会が行う消費喚起事業の取組を支援する

２　飲食店応援事業補助金　　　　　　 　　61,780千円

　主に夜間営業の市内飲食店等の活性化を図るため、市民等

の積極的な利用促進を図る取組を支援する

（１）飲食店応援スタンプラリー事業

（２）タクシー割引クーポン事業

（３）会津清酒で乾杯キャンペーン事業

３　飲食店テイクアウト・デリバリー応援事業補助金

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5,619千円

　「新しい生活様式」が求められている中で、テイクアウト

及びデリバリー等を行っている飲食店を応援する民間団体等

の取組を支援する

（１）クーポン券獲得キャンペーン

（２）地元商品プレゼントキャンペーン

４　事業継続支援金　　　　　　　　　　　253,921千円

　感染拡大予防のため県の要請や協力依頼に応じて施設の休止

や営業時間の短縮に協力した市内事業者に対して、事業の継続

を目的として支援金を交付する

　　交付額　　１者あたり200千円

５　事業再開助成金　　　　　　　　　　　240,151千円

　感染拡大予防のため県の要請や協力依頼に応じて施設の休止

や営業時間の短縮に協力した市内事業者に対して、事業の再開

に向けた支援として事業再開助成金を交付する

　　交付額　　１者あたり200千円
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５月臨時

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

商工業金融対策事業費

　

７　商工費

　１　商工費

　　２　商工業振興費

【商工課】

予 算 額 9,189千円

財源内訳

国県支出金 市債 その他 一般財源

千円

9,189

〔事業目的〕

　新型コロナウイルス感染症により経営に影響を受けた事

業者の経営の安定化と事業継続の支援を目的に、県の「新

型コロナウイルス対策特別資金（実質無利子）」に係る信

用保証料補助に要する経費

〔事業概要〕

　新型コロナウイルス対策特別資金（実質無利子）

　信用保証料補助金　　　　　　　　　　　　9,189千円

・新型コロナウイルス対策特別資金（実質無利子）に係

る、売上高５％以上１５％未満減少の小・中規模事業

者が負担する信用保証料を補助する　

〔参考〕

　新型コロナウイルス対策特別資金（実質無利子）概要

　(1)対象者

売上高減少 利子補給 保証料

①個人事業主▲5%以上 3年間100% 全額補助

②小・中規模事業者▲5%以上 3年間100% 1/2補助

③小・中規模事業者▲15%以上 3年間100% 全額補助

　(2)融資限度　運転資金、設備資金　30,000千円

　(3)融資期間　10年以内（うち据置5年以内）

　(4)融資利率　当初3年間無利子（固定年1.5%以内）

　(5)保証料率　上記①、③は保証料ゼロ

　　　　　　　 ②は保証料1/2（年0.85%）

　(6)取扱期間　令和2年5月1日～12月 31日まで受付

　　　　　　　　（令和3年1月31日までに融資実行）

　(7)担　　保　無担保

　(8)連帯保証人　法人代表者以外は不要
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５月臨時

　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

緊急経済対策事業費

７　商工費

　１　商工費

　　３　観光費

【観光課】

予 算 額 80,175千円

財源内訳

国県支出金 市債 その他 一般財源

千円

80,175

〔事業目的〕

　新型コロナウィルスの感染拡大に伴う観光客の大幅な減少

により、極度に低迷している宿泊施設をはじめとした本市観

光産業の再活性化を図るための緊急経済対策に要する経費

〔事業概要〕

　観光産業再活性化推進事業委託料　　　　　80,175千円

　①観光客受入施設感染症対策事業　　　　　　 995千円

　　　宿泊施設・観光施設・飲食店等における感染症対策の

　　行動指針として、「赤べこ」をシンボルとした「（仮

　　称）あいづあかべこ宣言」を掲げ、普及啓発することに

　　より、安全安心の観光客受入態勢についてＰＲを図る。

　

　②旅行エージェント・教育旅行等つなぎとめ対策事業

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　1,920千円

　　　休業状態の旅行エージェントや教育旅行を延期・中止

　　している学校関係者に対し、厄除けのご利益があると伝

　　わる「赤べこ」の張子等とともに、終息祈願と復興期に

　　おける再訪についてのメッセージを贈り、これまでの関

　　係性のつなぎとめを図る。

　　

　③観光需要喚起事業　　　　　　　　　　　77,260千円

　　　収束前において地元観光需要の喚起を図るとともに、

　　収束期において観光客による地域内消費の拡大を図るた

　　め、観光関連事業者の施設で利用可能なプレミアム付き

　　商品券「（仮称）あいづ観光応援券」を発行する。

　　

［委託先］

　一般財団法人会津若松観光ビューロー



令和２年５月市議会臨時会提出案件資料

５月臨時

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

給食関係費

（小・中学校）

　

10　教育費

　２　小学校費

　　１　学校管理費

10　教育費

　３　中学校費

　　１　学校管理費

【学校教育課】

予 算 額 4,755千円

財源内訳

国県支出金 市債 その他 一般財源

千円

3,565

千円

1,190

〔事業目的〕

　令和2年3月2日から春休みまでの臨時休業期間の学校

給食費について、学校等が食材のキャンセル等に要した費

用を補助し、また、学校給食の主食及び牛乳を納入してい

る業者に対して、安定的な提供継続及び事業活動の維持継

続を支援するための補助に要する経費

〔事業概要〕

　○小学校費

　　学校臨時休業給食対策費補助金     　 3,743千円

　○中学校費

　　学校臨時休業給食対策費補助金　      1,012千円

  ○内　訳

　　・キャンセルできなかった食材費への補助

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 29千円

　　・主食加工業者への補助（加工賃等相当額）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2,614千円

　　・牛乳事業者への補助（処理配送費相当額）

　　　　　　　　　　　　　　　　      　2,110千円

　　・その他返金等に要する経費への補助

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　2千円
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５月臨時

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

ＧＩＧＡスクール構想整備

事業費

（小・中学校）

　

10　教育費

　２　小学校費

　　２　教育振興費

10　教育費

　３　中学校費

　　２　教育振興費

【学校教育課】

予 算 額 200,698千円

財源内訳

国県支出金 市債 その他 一般財源

千円

88,695

千円

112,003

〔事業目的〕

　ＧＩＧＡスクール構想を推進するため、小学校５学年、

小学校６学年、中学校１学年及び指導者の１人１台端末

（タブレット）を整備し、併せて、ＩＣＴの効果的な活用

方法等を研究し、利活用の促進を図るため、各学校の情報

教育担当者に、先行して、端末とモバイルルーターとして

スマートフォンを整備する経費

〔事業概要〕

〇小学校費　　　　　　　　　　128,776千円

　・役務費（通信運搬費）　　　　1,512千円

　・備品購入費（端末購入費）　127,264千円

　

〇中学校費   　　　　　　　　　71,922千円

　・役務費（通信運搬費）　　　　　616千円

　・備品購入費（端末購入費）　 71,306千円

〇１人１台端末整備台数            3,500台

　・小学校　　　　　　　　　　　　2,240台

　・中学校　　　　　　　　　　　　1,260台


