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令和２年６月市議会定例会提出案件資料

６月補正

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

会津地鶏販売促進緊急対策

事業費

　

６　農林水産業費

　１　農業費

　　３　農業振興費

【農政課】

　　　　　　　

予 算 額 3,228千円

財源内訳

国県支出金 市債 その他 一般財源

千円

3,228

〔事業目的〕

　新型コロナウイルス感染症の影響により会津地鶏の需要

減退や在庫増加等の被害を受けている生産者について、会

津地鶏を学校給食へ提供することにより今後の営農継続を

支援するための経費

〔事業概要〕

  会津地鶏販売促進緊急対策事業補助金　　3,228千円

会津材循環利用促進緊急支

援事業費

　

６　農林水産業費

　２　林業費

　　２　林業振興費

【農林課】

予 算 額 5,170 千円

財源内訳

国県支出金 市債 その他 一般財源

千円

5,170

〔事業目的〕

　新型コロナウイルス感染症の影響により、建築用材や合

板として利活用される間伐材が、燃料チップとして供給せ

ざるを得ない状況にあり、木材生産活動の停滞が懸念され

ることから、会津材循環利用促進事業の補助金に加算し、

林業事業体の経営安定化と森林環境の適正化を図るための

経費

〔事業概要〕

　会津材循環利用促進緊急支援補助金　5,170千円
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令和２年６月市議会定例会提出案件資料

６月補正

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

温泉地域活性化推進事業費

７　商工費

　１　商工費

　　３　観光費

【観光課】

予 算 額 7,135千円

財源内訳

国県支出金 市債 その他 一般財源

千円

7,135

〔事業目的〕

　新型コロナウィルス感染症の影響による宿泊客の大幅な

減少に伴い、市の補助金交付により東山・芦ノ牧両温泉観

光協会が実施する観光誘客及び環境整備事業にかかる自主

財源（会員会費）の確保が困難となったことから、今年度

に限り、補助率を引き上げるとともに不足する財源に対し

支援する経費

　

〔事業概要〕

　温泉地域活性化補助金（通常分）　7,135千円

　　

［主な事業内容］

　①補助率の引き上げ

　　・補助率 1/2　⇒　10/10　

　②補助金の増額

　　・当初予算額7,000千円⇒14,135千円（+7,135千円）

　　　（内訳）

　　　　　東　山　3,500千円→7,770千円（+4,270千円）

　　　　　芦ノ牧　3,500千円→6,365千円（+2,865千円）
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令和２年６月市議会定例会提出案件資料

６月補正

　　　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 86,435千円

財源内訳

国県支出金 市債 その他 一般財源

千円

86,435

〔事業目的〕

　新型コロナウィルス感染症の影響に伴う観光客の大幅な

減少により、厳しい経営状況にあ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〕

　①観光産業再活性化推進事業委託料　78,507千円

　②水道事業会計補助金　　　　　 　　7,928千円

［主な事業内容］

　①観光産業再活性化推進事業委託料

　　・宿泊需要創出事業　　48,812千円

　　　　収束後における宿泊需要を創出するため、旅行

　　　エージェント等による旅行商品の造成等に対し支援

　　　する。

　　・物産品消費回復支援事業　29,695千円

　　　　収束後における物産品の消費回復と宿泊需要を喚

　　　起するため、本市への宿泊者を対象とし、抽選で地

　　　場産品が当たるキャンペーンを実施する。

　　　　地場産品の当選本数　5,670本　

　　・委託先　一般財団法人会津若松観光ビューロー　　

　　

　②水道事業会計補助金

　　　市内宿泊施設への支援として実施している水道基本

　　料金の減免措置に対し、相当分を水道事業会計へ補助

　　する。

　　・減免対象：東山温泉、芦ノ牧温泉及び市内宿泊施設

　　　　　　　　計５３施設

　　・減免期間：４ヶ月間

　　　　　　　　（4～7月もしくは 5～8月使用分）
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令和２年６月市議会定例会提出案件資料

６月補正

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

敬老事業費

　

３　民生費

　１　社会福祉費

　　３　老人福祉費

【高齢福祉課】

予 算 額 ▲140千円

財源内訳

国県支出金 市債 その他 一般財源

千円

▲140

〔事業目的〕

　新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を図るため、

令和２年度市敬老会の開催を中止することに伴い、不用と

なる経費の減額措置と、新たに必要となる経費の増額措置

〔事業概要〕

　感染リスクの高い高齢者の健康・安全を最優先に確保す

るため敬老会の開催を中止するとともに、招待者記念品の

贈呈を取りやめ、敬老祝金については口座振込により贈呈

する。

　・事務費等　　　　　　　　　　　　 ▲8,533千円

　　〈内訳〉敬老会招待者記念品　　　 ▲8,450千円

　　　　　　印刷製本費　　　　　　　　 ▲509千円

　　　　　　送迎バス借上料　　　　　 ▲1,025千円

　　　　　　郵券代の増額　　　　　　　 1,451千円

　・敬老祝金　　　　　　　　　　　　　 5,000千円

　・通知等印刷封入封緘業務委託料　　　 2,466千円

　・メールシーラー圧着委託料　　 　　　▲107千円

　・データ入力業務委託料　　　　　　　 1,034千円

 

敬老会中止に伴う不用額の減額補正額 ▲10,091千円

敬老祝金の口座振込による贈呈にかか

る経費の増額補正額
　　9,951千円
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令和２年６月市議会定例会提出案件資料

６月補正

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

戸籍事務費

住民基本台帳事務費

住民基本台帳ネットワーク

システム事業費

　

２　総務費

　３　戸籍住民基本台帳費

　　１　戸籍住民基本台帳費

【市民課】

予 算 額 9,262千円

財源内訳

国県支出金 市債 その他 一般財源

千円

9,262

〔事業目的〕

　国外転出者によるマイナンバーカード・公的個人認証の

利用を可能とするデジタル手続法（令和元年５月31日公

布）に基づく、「戸籍の附票」を個人認証の基盤とするた

めのシステム改修等に要する経費

〔事業概要〕

○戸籍事務費　4,928千円

　・国外転出者のマイナンバーカード等の利用のための

　　対応に伴う戸籍システム改修業務委託

○住民基本台帳事務費　1,089千円

　・国外転出者のマイナンバーカード等の利用のための

　　対応に伴う住民基本台帳システム改修業務委託

○住民基本台帳ネットワークシステム事業費　3,245千円

　・国外転出者のマイナンバーカード等の利用のための

　　対応に伴う住民基本台帳ネットワークゲートウェイ

　　システム改修業務委託　　　　　　　　　　　
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令和２年６月市議会定例会提出案件資料
６月補正

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

老人福祉事業費

　

３　民生費

　１　社会福祉費

　　３　老人福祉費

【高齢福祉課】

予 算 額 238千円

財源内訳

国県支出金 市債 その他 一般財源

千円

238

〔事業目的〕

　コミュニティが主体となり、健やかな地域社会づくりを

推進する事業に対する補助

〔事業概要〕

　長寿社会づくりソフト事業補助金　238千円

　（財源：公益財団法人地域社会振興財団交付金）

　⑴ 実施主体：ふれあいサロン結　117千円

　　　地域サロンの世話役や役員が主体となり、町内会及

　　び子ども会と連携し、子どもや町内住民と高齢者が交

　　流できる事業

　⑵ 実施主体：住吉町町内会　121千円

　　　空家を活用して整備した高齢者交流館を活動の拠点

　　として、高齢者が地域で交流し活躍できる事業

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 1,500千円

財源内訳

国県支出金 市債 その他 一般財源

千円

1,500

〔事業目的〕

　地域における多様な人材の創業を促進するため、創業支

援に係る取組への補助に要する経費

〔事業概要〕

　創業支援事業補助金　　1,500千円

　（財源：一般財団法人地域活性化センター助成金）

　多様な視点を持つ人材（若者、女性、シニア、移住者

等）が創業し地域で活躍できる環境を整備するため、起

業を伴走支援する人材を養成する事業を補助する。
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令和２年６月市議会定例会提出案件資料

６月補正

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

水道事業会計

【上下水道局経営企画課】 収益的

収　入

１水道事業収益

　１営業収益　　１給水収益　▲7,613千円

　２営業外収益　５補助金　　　7,928千円

〔概要〕

　新型コロナウイルス感染症の影響に伴う宿泊客の大幅な

減少により、厳しい経営状況にある旅館等宿泊施設を支援

するために実施している水道基本料金の減免措置

［事業内容］

　○水道基本料金の減免措置

　　　対象：東山温泉、芦ノ牧温泉及び市内宿泊施設

　　　　　　　計５３施設

　　　期間：４ヶ月間（4～7月もしくは 5～8月分）

　○給水収益（水道基本料金の減免）▲7,613千円

　○一般会計補助金　　　　　　　　　7,928千円

　　　（内訳）減収補填分　　　　　　7,613千円

　　　　　　　事務費分　　　　　　　　315千円
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