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令和２年２月市議会定例会提出案件資料
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

【協働・男女参画室】

予 算 額 2,020千円

財源内訳

国県支出金 市債 その他 一般財源

千円

2,020

〔事業目的〕

　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

及び令和２年度に本市において開催する「男女共生のつど

い」に要する経費

〔事業概要〕

  事務費等　　　　　　　　　　　　 1,319千円

　委員報酬                         　161千円　

　チラシ配布委託料　　　　　　　　　 182千円

　点訳業務委託料                       8千円

　男女共同参画社会づくり推進活動

　支援補助金　　　　　　　　　　　　 150千円

  男女共生のつどい開催地負担金　　　 200千円

市民協働推進事業費

（行政提案型協働事業委

  託）

　

２　総務費

　１　総務管理費

　　８　企画費

【協働・男女参画室】

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〕

　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

〔事業概要〕

　行政提案型協働事業委託料　　　1,500千円
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令和２年２月市議会定例会提出案件資料
当初

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

家庭児童相談室運営費

児童虐待防止対策事業費

（子ども家庭総合支援拠点

事業）

３　民生費

　２　児童福祉費

　　１　児童福祉総務費

【こども家庭課】

予 算 額 11,904千円

財源内訳

国県支出金 市債 その他 一般財源

千円

4,010

千円

30

千円

7,864

〔事業目的〕

　児童福祉法第10条の２の規定及び「市区町村子ども家庭

総合支援拠点」設置運営要綱（厚生労働省雇用均等・児童

家庭局通知）に基づき、子ども（満18歳に満たない者）及

びその家庭並びに妊産婦の福祉に関し、実情の把握、情報

の提供、相談、調査、指導、関係機関との連絡調整その他

の必要な支援を行うため、子ども家庭総合支援拠点の設

置・運営経費

〔事業概要〕

　○家庭児童相談室運営費

　　　家庭相談員 人件費（2名分）　 　　　 5,930千円

　○児童虐待防止対策事業費

　　　虐待対応支援員 人件費（2名分）　　　5,930千円

　　　看板作成費　　　　　　　　　　　　　　 44千円
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令和２年２月市議会定例会提出案件資料
当初

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

子ども・子育て支援事業費

（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

【こども保育課】

予 算 額 57,588千円

財源内訳

国県支出金 市債 その他 一般財源

千円

44,289

千円

13,299

〔事業目的〕

　施設の老朽化に伴い施設建替を行う特定教育・保育施設

の設置者に対し、整備費用の一部を支援する経費

〔事業概要〕

　認定こども園施設整備交付金　　　31,054千円

　保育所等整備交付金　　　　　　　26,534千円

子ども・子育て支援事業費

（子育てのための施設等利

　用給付費）

　

３　民生費

　２　児童福祉費
　　１　児童福祉総務費

【こども保育課】

予 算 額 56,802千円

財源内訳

国県支出金 市債 その他 一般財源

千円

42,601

千円

14,201

〔事業目的〕

　子ども・子育て支援法に基づき、施設等利用給付認定を

受けた児童の子ども・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

の利用料等の給付に要する経費

〔事業概要〕

　扶助費　56,802千円
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令和２年２月市議会定例会提出案件資料
当初

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

子ども・子育て支援事業費

（保育士宿舎借り上げ支援

　事業補助金）

　

３　民生費

　２　児童福祉費

　　１　児童福祉総務費

【こども保育課】

予 算 額 16,728千円

財源内訳

国県支出金 市債 その他 一般財源

千円

11,316

千円

5,412

〔事業目的〕

　保育士が働きやすい環境の整備や保育士の就業継続及び

離職防止を図るため、事業者が保育士用の宿舎を借り上げ

る費用の支援に要する経費

〔事業概要〕

　保育士宿舎借り上げ支援事業補助金　16,728千円

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

【こども保育課】

予 算 額 3,999,063千円

財源内訳

国県支出金 市債 その他 一般財源

千円

2,821,720

千円

173,912

千円

1,003,431

〔事業目的〕

　子ども・子育て支援法に基づき、教育・保育給付認定を

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への施設型給付費等の支給に要す

る経費

〔事業概要〕

　保育所運営委託料　1,613,731千円

　扶助費　　　　　　2,385,332千円
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令和２年２月市議会定例会提出案件資料
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

10　教育費

　３　中学校費

　　１　学校管理費

【教育総務課】

予 算 額 167,045千円

財源内訳

国県支出金 市債 その他 一般財源

千円

66,267

千円

99,200

千円

3

千円

1,575

〔事業目的〕

　子どもたちの安全・安心な教育環境を確保するための学

校施設耐震補強工事に要する経費

〔事業概要〕

　〇小学校費

　　事務費等　　　　　　　　　　　　　　 　223千円

　　神指小学校西棟耐震補強工事　　　　  48,910千円

　〇中学校費

  　事務費等　　　　　　　　　　　　　　 　432千円　

　　第六中学校校舎耐震補強工事　　　　 117,480千円

城北小学校校舎南棟解体等

事業費

　

10　教育費

　２　小学校費

　　３　学校建築費

【教育総務課】

予 算 額 75,432千円

財源内訳

国県支出金 市債 その他 一般財源

千円

70,900

千円

4,532

〔事業目的〕

　城北小学校校舎北東棟の完成に伴う南棟の解体等に要す

る経費

〔事業概要〕

　事務費等　　　　　　　　 612千円

　設計等委託料　　　　　 4,780千円

　測量等委託料　　　　　 2,210千円

　運搬等委託料　　　　　 1,000千円

　工事費　　　　　　　　66,830千円
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令和２年２月市議会定例会提出案件資料
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

【教育総務課】

予 算 額 71,804千円

財源内訳

国県支出金 市債 その他 一般財源

千円

6,437

千円

25,500

千円

39,867

〔事業目的〕

　行仁小学校校舎等の改築に伴う関連経費

〔事業概要〕

　事務費等　　　　　　　　　　31,398千円

　設計等委託料　　　　　　　　 6,012千円

　運搬等委託料　　　　　　　　 6,094千円

　代替グラウンド整地委託料　　 1,000千円

　工事費　　　　　　　　　　　27,300千円

行仁小学校校舎等建設事業

費（元～２年度継続）

　

10　教育費

　２　小学校費

　　３　学校建築費

【教育総務課】

予 算 額 1,664,951千円

財源内訳

国県支出金 市債 その他 一般財源

千円

373,323

千円

1,289,000

千円

2,628

〔事業目的〕

　行仁小学校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の新校舎等の建設に要する経

費

〔事業概要〕

　事務費等　　　　　　2,493千円

　工事費　　　　　1,662,458千円

〔事業スケジュール〕

　令和元年度～令和２年度

　　・新校舎等建設工事（２ヵ年継続事業）

　令和３年４月

　　・開校（予定）
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令和２年２月市議会定例会提出案件資料
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

【学校教育課】

予 算 額 5,911千円

財源内訳

国県支出金 市債 その他 一般財源

千円

3,110

千円

2,801

〔事業目的〕

　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

〔事業概要〕 　

 　事務費等　　　　　　　　　　　　　　　　　865千円

   企業から学ぶ業務委託料　　　　　　　　　　300千円

   まなべこツアー業務委託料　　　　　　　　1,246千円

　 あいづっこ映画から学ぶ運営協議会負担金　3,500千円

〔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
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令和２年２月市議会定例会提出案件資料
当初

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

指導研究に要する経費

（特別支援教育支援員）

　

10　教育費

　１　教育総務費

　　３　指導研究費

【学校教育課】

予 算 額 62,610千円

財源内訳

国県支出金 市債 その他 一般財源

千円

159

千円

62,451

〔事業目的〕

　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、支援員を配置する経費

　

〔事業概要〕

　事務費等　　17,317千円

　報酬　　　　45,293千円

指導研究に要する経費

（部活動指導員）

　

10　教育費

　１　教育総務費

　　３　指導研究費

【学校教育課】

予 算 額 4,496千円

財源内訳

国県支出金 市債 その他 一般財源

千円

2,157

千円

14

千円

2,325

〔事業目的〕

　学校におけるスポーツ等に関する教育活動に技術的な指

導に従事する専門的知識・技術を持つ人材を配置し、学校

における部活動の指導体制の充実を図るため、部活動指導

員を配置する経費

　

〔事業概要〕

　事務費等　　　810千円

　報酬　　　　3,686千円
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令和２年２月市議会定例会提出案件資料
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

【学校教育課】

予 算 額 28,343千円

財源内訳

国県支出金 市債 その他 一般財源

千円

11,763

千円

16,580

〔事業目的〕

　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、児童生徒の学力のさらなる向上を図るための

環境整備及び学力向上推進事業に要する経費

〔事業概要〕 　

 　事務費等　　　　　　　　　　　　　　　8,326千円

   学校図書館支援員報酬　　　　　　　　　6,387千円

　 ＩＣＴ教育環境整備計画策定業務委託料　2,000千円

　 ＩＣＴ教育支援業務委託料 　　　 　　　4,950千円

　 学びの集団づくり等調査分析業務委託料　3,680千円

　 学力向上支援事業補助金　　　　　　　　3,000千円  

〔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
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令和２年２月市議会定例会提出案件資料
当初

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

青少年の心を育てる市民行

動プラン事業費

　

10　教育費

　４　社会教育費

　　３　青少年育成費

【あいづっこ育成推進室】

予 算 額 679千円

財源内訳

国県支出金 市債 その他 一般財源

千円

679

〔事業目的〕

　青少年の健全育成を図るため、家庭・学校・地域及び青

少年育成に関する団体との連携による“あいづっこ宣言”

のさらなる普及啓発に要する経費

　

〔事業概要〕

　事務費等（リーフレット印刷費等）　　211千円

　あいづっこ宣言推進事業補助金　　　　468千円

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

【文化課】

予 算 額 10,772千円

財源内訳

国県支出金 市債 その他 一般財源

千円

10,772

〔事業目的〕

　日新館天文台跡について、史跡の保存及び市民や観光客

が学習できる場としての活用を図るため、北側隣地の購入

及び説明板設置等に要する経費

〔事業概要〕

　事務費等　　　　　　　　504千円

　工事費　　　　　　　　　223千円

　用地費　　　　　　　 10,045千円
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令和２年２月市議会定例会提出案件資料
当初

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

文化財保存活用地域計画策

定事業費

10　教育費

　５　文化費

　　２　文化財保護費

【文化課】

予 算 額 5,732千円

財源内訳

国県支出金 市債 その他 一般財源

千円

3,100

千円

2,632

〔事業目的〕

　本市の文化財の保存・活用の更なる促進を図るため、文

化財保存活用地域計画の策定及び協議会の開催等に要する

経費

〔事業概要〕

　事務費等　　　　　　　　　804千円

　計画作成等業務委託料　　4,928千円

市民スポーツ施設管理費

（工事費）

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】

予 算 額 16,830千円

財源内訳

国県支出金 市債 その他 一般財源

千円

9,300

千円

7,530

〔事業目的〕

　市民スポーツ施設の各設備・機器等において、経年によ

る損傷・劣化等が生じたため、改修工事を実施する経費

〔経費内訳〕

　○小松原多目的運動場

　　電気設備改修工事　　　　　　3,950千円

　○河東総合体育館

　　玄関前階段タイル改修工事　　　990千円

　　機械設備改修工事　　　　　　5,670千円

　　照明制御改修工事　　　　　　4,310千円

　○河東弓道場

　　折戸改修工事　　　　　　　　1,910千円
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令和２年２月市議会定例会提出案件資料
当初

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

東京 2020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

【スポーツ推進課】

予 算 額 14,800千円

財源内訳

国県支出金 市債 その他 一般財源

千円

14,800

〔事業目的〕

　東京 2020オリンピック・パラリンピック開催に伴うタイ

王国ボクシングチーム事前キャンプ及び同国との交流事業

等の実施に要する経費

〔事業概要〕

　会津若松市推進協議会負担金　　　　14,800千円

　○令和２年６月～７月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

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

【スポーツ推進課】

予 算 額 6,000千円

財源内訳

国県支出金 市債 その他 一般財源

千円

6,000

〔事業目的〕

　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の大会開催に要する

経費

〔事業概要〕

　鶴ヶ城ハーフマラソン大会実行委員会負担金 6,000千円

　○開催日　　　令和２年１０月４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）

　　（※令和元年度大会実績９，００８名）

- 12 -



令和２年２月市議会定例会提出案件資料
当初

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

地域振興作物等生産対策事

業費

（農業機械施設等導入支援

事業補助金）

　

６　農林水産業費

　１　農業費

　　３　農業振興費

【農政課】

予 算 額 7,054千円

財源内訳

国県支出金 市債 その他 一般財源

千円

6,963

千円

91

〔事業目的〕

　園芸作物の生産拡大による所得向上を図るため、農業施

設の導入を補助する経費

　全農福島・ＪＡ会津よつばの集出荷施設「会津野菜館」

との連携による生産拡大への支援を拡充

〔事業概要〕

　産地パワーアップ事業補助金　　　　　　　1,004千円

　実り豊かなふくしまの産地整備事業補助金　6,050千円

戦略的農業経営確立支援事

業費

　

６　農林水産業費

　１　農業費

　　３　農業振興費

【農政課】

予 算 額 9,796千円

財源内訳

国県支出金 市債 その他 一般財源

千円

9,796

〔事業目的〕

　収益性の高い農業経営による農家所得の向上を図るため、

パイプハウス等の農業機械施設導入や、需要に見合った売

れる米づくりの推進に要する経費

　「会津野菜館」の取り扱い園芸品目の生産拡大に向けた

施設や、夏季の高温時における園芸作物の生産性確保・向

上に必要な資材の導入支援を拡充

〔事業概要〕

　低コスト農業経営支援事業　　　　　　　　1,971千円

　特色ある会津米生産拡大事業　　　　　　　1,040千円

　土地利用型園芸作物産地化支援事業　　　　3,080千円

　園芸産地生産力向上支援事業　　　　　　　3,705千円
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令和２年２月市議会定例会提出案件資料
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

【農政課】

予 算 額 13,396千円

財源内訳

国県支出金 市債 その他 一般財源

千円

3,000

千円

10,396

〔事業目的〕

　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」の魅力向上や、インバ

ウンド対応に要する経費

〔事業概要〕

　あいづ食の陣実行委員会負担金　　　　13,396千円

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

【農政課】

予 算 額 8,000千円

財源内訳

国県支出金 市債 その他 一般財源

千円

8,000

〔事業目的〕

　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

するための経費

〔事業概要〕

　あいづの厳選米生産推進協議会負担金　　　8,000千円
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令和２年２月市議会定例会提出案件資料
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

【農林課】

予 算 額 47,836千円

財源内訳

国県支出金 市債 その他 一般財源

千円

9,800

千円

21,100

千円

400

千円

16,536

〔事業目的〕

　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要する経費

〔事業概要〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（千円）

事　　業　　名 予 算 額

① 経沢地区県営農業競争力強化農地整備事業負担金 1,875

② 槻ノ木地区県営農業競争力強化農地整備事業負担金 744

③ 堰場地区県営農業競争力強化農地整備事業負担金 1,488

④ 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 10,000

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 1,869

⑥ 吉ヶ平地区県営水利施設等保全高度化事業負担金 5,499

⑦ 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

⑧ 小谷地区県営農業水路等長寿命化・防災減災事業負担金 1,968

⑨ 鍋沼地区県営農業水路等長寿命化・防災減災事業負担金 1,223

⑩ 鶴沼川防災ダム地区県営農村地域防災減災事業負担金 441

⑪ 佐布川地区県営農村地域防災減災事業負担金 25

⑫ 鶴沼川防災ダム管理負担金（県直接及び協議会） 3,541

⑬ 経営体育成促進事業補助金 609

⑭ 土地改良施設維持管理適正化事業補助金 720

⑮ 農業水路等長寿命化・防災減災事業補助金 484

⑯ ため池耐震性検証調査委託外 9,900

⑰ その他の負担金及び事務費等 3,080

計 47,836
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令和２年２月市議会定例会提出案件資料
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

【農林課】

予 算 額 2,600千円

財源内訳

国県支出金 市債 その他 一般財源

千円

2,600

〔事業目的〕

　野生鳥獣による農作物被害の防止のため、集落環境診断

に基づく地区全体での総合的な対策を支援する経費　

　

〔事業概要〕

　報償費　　　　　　　　　　　　　　100千円

　鳥獣被害防止電気柵購入補助金　　2,500千円

電気柵購入支援事業費

　

６　農林水産業費

　２　林業費

　　２　林業振興費

【農林課】

予 算 額 2,307千円

財源内訳

国県支出金 市債 その他 一般財源

　千円

2,307

〔事業目的〕

　野生鳥獣による農作物被害の防止に向け、電気柵購入補

助制度による設備の普及を図るとともに、木質チップを活

用した里山環境の整備に要する経費

〔事業概要〕

　事務費等　　　　　　　　　　　　　307千円

　鳥獣被害防止電気柵購入補助金　　2,000千円
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令和２年２月市議会定例会提出案件資料
当初

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

森林経営管理事業費

　

６　農林水産業費

　２　林業費

　　２　林業振興費

【農林課】

予 算 額 22,841千円

財源内訳

国県支出金 市債 その他 一般財源

千円

22,841

〔事業目的〕

　森林整備等が行われていない私有林の人工林について、

適切な経営や管理を実施するため、森林所有者の森林の経

営管理に対する意向を確認したうえで、森林所有者からの

委託を受け市が私有林の経営管理を行うための経費

　

〔事業概要〕

　調査委託料　　22,841千円
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令和２年２月市議会定例会提出案件資料
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

【観光課】

予 算 額 35,903千円

財源内訳

国県支出金 市債 その他 一般財源

千円

35,903

〔事業目的〕

　本市の観光物産振興の推進において、各種事業を実施す

る会津若松観光ビューローへの補助金

〔事業概要〕

　会津若松観光ビューロー補助金　　35,903千円

［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

　　　ティアガイド事業の運営

　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
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令和２年２月市議会定例会提出案件資料
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

【観光課】

予 算 額 78,283千円

財源内訳

国県支出金 市債 その他 一般財源

千円

78,283

〔事業目的〕

　本市の地域振興事業の推進において、会津まつりをはじ

めとする各種まつり・イベント等を実施する会津まつり協

会への負担金

〔事業概要〕

　会津まつり協会負担金　　78,283千円　

［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、

　　　会津花火　等

　○大戸岳山開き事業

　○歳の神事業　　　　　　　　　　　　　　　　　など
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令和２年２月市議会定例会提出案件資料
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

【観光課】

予 算 額 18,840千円

財源内訳

国県支出金 市債 その他 一般財源

千円

18,840

〔事業目的〕

　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、本市観光復興に向けた観光物産振興に

かかる効果的な事業を展開する会津若松観光ビューローへ

の特別補助金

〔事業概要〕

　会津若松観光ビューロー特別補助金　　18,840千円

［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

　　　多言語パンフレットによるＰＲ、プロモーションの

　　　実施、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、エクスカーション等への助成

　○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への助成

　○ＤＭＯ推進事業

　　　アドバイザー招聘等による事業の推進

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など
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令和２年２月市議会定例会提出案件資料
当初

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

フィルムコミッション推進

事業費

　

７　商工費

　１　商工費

　　３　観光費

【観光課】

予 算 額 1,900千円

財源内訳

国県支出金 市債 その他 一般財源

千円

1,900

〔事業目的〕

　映画、テレビ等の撮影を誘致し、映像を通して本市の情

報発信を行うとともに、本市のイメージアップと知名度の

向上、観光誘客の促進を図ることに要する経費

〔事業概要〕

　会津若松フィルムコミッション負担金　　　1,900千円

［主な事業内容］

　〇映画、テレビ等の撮影誘致・支援

　　・ロケーション資源の紹介

　　・撮影に伴う届出、エキストラ等の支援

　〇地域におけるロケーション撮影機運の醸成

　　・ゆかりの映画などの上映支援

　〇ロケ地の誘致実績を観光資源として活用する取組

　　・ロケ地マップを活用したＰＲ活動

　〇映画・テレビ等を活用した情報発信や観光誘客

　　・映画「峠 最後のサムライ」及びＮＨＫ朝ドラ「エ

　　　ール」等を活用した観光誘客事業
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令和２年２月市議会定例会提出案件資料
当初

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

温泉地域活性化推進事業費

（温泉地域魅力向上推進事

業）

７　商工費

　１　商工費

　　３　観光費

【観光課】

予 算 額 760千円

財源内訳

国県支出金 市債 その他 一般財源

千円

760

〔事業目的〕

　東山・芦ノ牧両温泉地域の活性化に向け、観光団体が連

携し、対応策の検討を行うとともに、それぞれの役割分担

のもと温泉地域の観光誘客及び環境整備を図るための検討

会議に要する経費

〔事業概要〕

　事務費等　　　760千円

［主な事業内容］

　○構成団体

　　　東山温泉観光協会、芦ノ牧温泉観光協会、

　　　会津若松誘客協議会

　○検討事項

　　　温泉地域の誘客対策、景観向上対策、関係団体との

調整　等

　○実施内容

　　　検討会議の開催、先進地視察、専門人材による研修

会等の開催　等
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令和２年２月市議会定例会提出案件資料
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

【観光課】

予 算 額 5,000千円

財源内訳

国県支出金 市債 その他 一般財源

千円

5,000

〔事業目的〕

　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、本市の重要な観光資源である温泉地域

の復興に向け、温泉地域自らが取り組む事業を支援するた

めの特別補助金

〔事業概要〕

　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

　　　イベント誘客ＴＶＣＭ放映、ポスター及びホームペ

　　　ージの多言語化　等

　○芦ノ牧温泉

　　　冬をテーマとした多言語パンフレットの作成及び海

外プロモーション、スノータウン事業　等
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令和２年２月市議会定例会提出案件資料
当初

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

東京 2020オリンピック・

パラリンピック観光誘客促

進事業費

７　商工費

　１　商工費

　　３　観光費

【観光課】

予 算 額 9,195千円

財源内訳

国県支出金 市債 その他 一般財源

千円

2,280

千円

6,915

〔事業目的〕

　東京 2020オリンピック・パラリンピックの開催を契機と

して、首都圏での関連イベント等において本市のＰＲ・情

報発信を行うとともに、市内観光施設等の回遊イベントの

開催や、磐越西線ラッピングトレインの運行などにより、

地域の機運醸成と訪日外国人観光客等の誘客を図るための

経費

〔事業概要〕

　オリンピックホストタウン・ラッピングトレイン事業

　委託料　　　　　　　　　　　　　　　　　2,850千円

　（仮称）東京 2020オリンピック・パラリンピック観光

　誘客事業実行委員会負担金　　　　　　　　6,345千円

［主な事業内容］

　○オリンピックホストタウン・ラッピングトレイン事業

　　　磐越西線ラッピングトレイン、ウェルカム車内メッ

セージ掲出、磐越西線フォトコンテスト　等（※猪

苗代町との連携）

　〇（仮称） 東京 2020オリンピック・パラリンピック観光

　　誘客事業実行委員会事業

　　　首都圏イベントへの出展、東京都主催「東京 2020ラ

　　　イブサイト（鶴ヶ城本丸）」との連携事業、市内観

　　　光施設等回遊イベント開催　等
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令和２年２月市議会定例会提出案件資料
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

【観光課】

予 算 額 76,391千円

財源内訳

国県支出金 市債 その他 一般財源

千円

47,988

千円

28,403

〔事業目的〕

　訪日外国人観光客の誘客を図るため、海外プロモーショ

ン及びＩＣＴを活用した情報発信を行うとともに、サムラ

イに関連した魅力ある体験コンテンツづくりや、ナイトタ

イムエコノミーの促進など、受入態勢の充実に要する経費

〔事業概要〕

　〇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

　〇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）　　　　　　　　　　　9,000千円

　〇台湾誘客促進事業委託料　　　　　　　　1,000千円

　〇タイ誘客促進事業委託料（地方創生事業）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8,000千円

　〇会津・置賜広域圏外国人観光客誘致促進事業委託料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5,000千円

　〇東武軸連携外国人観光客誘客促進事業委託料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10,000千円

　〇サムライシティ 2020誘客促進事業委託料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 30,000千円

　〇まちなかＷi－Ｆi維持管理委託料 　　　　620千円

　〇デジタルＤＭＯ推進事業負担金（地方創生事業）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5,261千円

　〇市ナイトタイムエコノミー推進協議会負担金

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5,200千円

　〇事務費等　　　　　　　　　　　　　　　　594千円
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令和２年２月市議会定例会提出案件資料
当初

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

地場産業振興事業費

（ウエルカム Japan AIZU

もてなし隊業務委託）

　

７　商工費

　１　商工費

　　２　商工業振興費

【商工課】

予 算 額 4,000千円

財源内訳

国県支出金 市債 その他 一般財源

千円

4,000

〔事業目的〕

　地場産品の海外販路の開拓や、会津を訪れる外国人への

販売強化を図るため、東京 2020オリンピック・パラリン

ピック競技大会期間中、訪日外国人に対して会津漆器や会

津清酒等の地場産品のＰＲ・販売及び外国人の嗜好調査の

実施に要する経費

〔事業概要〕

　ウエルカム Japan AIZUもてなし隊業務委託料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4,000千円

地場産業振興事業費

（会津漆器販路拡大事業実

行委員会負担金）

　

７　商工費

　１　商工費

　　２　商工業振興費

【商工課】

予 算 額 2,659千円

財源内訳

国県支出金 市債 その他 一般財源

千円

2,659

〔事業目的〕

　会津漆器販路拡大事業実行委員会が実施する首都圏での

展示会出展等を通して、会津漆器の販路拡大による地場産

業の振興を図るための経費

〔事業概要〕

　会津漆器販路拡大事業実行委員会負担金　　2,659千円　
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令和２年２月市議会定例会提出案件資料
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

【商工課】

予 算 額 2,150千円

財源内訳

国県支出金 市債 その他 一般財源

千円

2,150

〔事業目的〕

　会津清酒消費拡大推進協議会が実施する屋台村イベント

や（仮称）East Japan Sake Fes2020などの各種事業への

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

を図るための経費

〔事業概要〕

　会津清酒消費拡大推進協議会負担金　　2,150千円　

商業地域活性化事業費

（市中小企業及び小規模企

業振興補助金）

７　商工費

　１　商工費

　　２　商工業振興費

【商工課】

予 算 額 28,916千円

財源内訳

国県支出金 市債 その他 一般財源

千円

8,751

千円

741

千円

19,424

〔事業目的〕

　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、市中小企業及

び小規模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

〔事業概要〕

　商店街施設設置事業補助金　      　　　900千円

　イベント事業補助金　　　　　　　　　4,476千円

　人材育成事業補助金　　　　　　　　　1,250千円

　商店街空き店舗対策事業補助金　　　 19,039千円

　商店街施設維持管理事業補助金　　　　1,251千円

　チャレンジ企業応援補助金　　　　　　2,000千円
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令和２年２月市議会定例会提出案件資料
当初

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

企業誘致促進事業費

（企業立地奨励金）

７　商工費

　１　商工費

　　２　商工業振興費

【企業立地課】

予 算 額 14,608千円

財源内訳

国県支出金 市債 その他 一般財源

千円

14,608

〔事業目的〕

　　産業の振興と雇用機会の拡大を図ることを目的とした

「企業立地促進条例」に基づき、市内に新設または増設に

より、工場等を設置した企業に対して交付する企業立地奨

励金

〔事業概要〕

　企業立地奨励金　　14,608千円

企業名 種別 金額

（千円）
交付回数

会津コスモス電機㈱ 企業立地 814 2/3年目

㈱ピーアンドエム 企業立地 34 2/3年目

㈱片桐工業 企業立地 931 2/3年目

㈱会津クォーツ 企業立地 265 1/3年目

大建工業㈱ 設備投資

 ・雇用
2,517 1/1年目

㈱エヌ・エス・シー 賃貸借型 5,000 1/3年目

㈱デザイニウム 賃貸借型 1,969 1/3年目

㈱会津ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰｻｲｴﾝｽ研究所 賃貸借型 1,185 1/3年目

㈱エフコム 賃貸借型 984 1/3年目

㈱アイザック 賃貸借型 909 1/3年目

- 28 -



令和２年２月市議会定例会提出案件資料
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

【企業立地課】

予 算 額 166,443千円

財源内訳

国県支出金 市債 その他 一般財源

千円

166,443

〔事業目的〕

　「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」に基づく、会津若松徳久工業

団地への立地企業に対する用地取得助成金

〔事業概要〕

　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：6/10以内（千円未満切り捨て）

　・助成金額：166,443,000円（総額332,885,000円）

　・今回交付：2回目
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令和２年２月市議会定例会提出案件資料
当初

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

環境都市推進事業費

　

４　衛生費

　１　保健衛生費

　　５　環境対策費

【環境生活課】

予 算 額 800千円

財源内訳

国県支出金 市債 その他 一般財源

千円

800

〔事業目的〕

　本市における再生可能エネルギーの導入を促進すること

により、地球温暖化の原因となる温室効果ガスを削減する

とともに、環境保全についての意識啓発を図るため、住宅

用太陽光発電システム等の設置者に対し、補助金を交付

〔事業概要〕

　補助対象者　10kW未満の住宅用太陽光発電システムと、

　　　　　　　住宅用蓄電池システムまたは電気自動車用

　　　　　　　受給電設備（※）を同時に設置した市民

　補助単価　　20千円／kW（上限４kW）

　　※電気自動車の蓄電池から電力を取り出し、分電盤を

　　　通じて住宅の電力として使用するために必要な機能

　　　を有するＶ２Ｈ（Vehicle to Home）設備
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令和２年２月市議会定例会提出案件資料
当初

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

民生委員・児童委員活動事

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】

予 算 額 8,693千円

財源内訳

国県支出金 市債 その他 一般財源

千円

28

千円

8,665

〔事業目的〕

　国から委嘱された民生委員・児童委員が生活上の問題を

抱える世帯（者）に対して相談業務や関係機関への仲介な

どの活動が円滑に行われるよう支援する経費

　

〔事業概要〕

　事務費等　　　　　　8,595千円

　※活動に対する支援費（報償費）を拡充

　推薦会委員報酬　　　　 98千円

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

【地域福祉課】

予 算 額 3,177千円

財源内訳

国県支出金 市債 その他 一般財源

千円

785

千円

2,392

〔事業目的〕

　現行の『地域福祉計画』（平成28年度～令和２年度）の

基本理念である「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、現計画の推進に係る

経費及び『第２期地域福祉計画』の策定に要する経費

〔事業概要〕

　事務費等　　　　　　2,995千円　

　チラシ配布委託料　　　182千円
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令和２年２月市議会定例会提出案件資料
当初

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

障がい者福祉総務費

（県身体障がい者福祉大会

負担金）

　

３　民生費

　１　社会福祉費

　　２　障がい者福祉費

【障がい者支援課】

予 算 額 300千円

財源内訳

国県支出金 市債 その他 一般財源

千円

300

〔事業目的〕

　身体障がい者の積極的な社会参加と自立・自助の精神を

助長し、障がい者の「完全参加と平等」の理念を推進する

ことを目的とする「第 68回福島県身体障がい者福祉大会」

の本市での開催に要する経費

〔事業概要〕

　県身体障がい者福祉大会負担金　　300千円

第６期障がい福祉計画策定

事業費

　

３　民生費

　１　社会福祉費

　　２　障がい者福祉費

【障がい者支援課】

予 算 額 3,077千円

財源内訳

国県支出金 市債 その他 一般財源

千円

3,077

〔事業目的〕　　　

　『会津若松市障がい者計画』（平成 30年度～令和５年

度）の基本理念「障がいのある人もない人も、お互いの個

性と人格を尊重しあい、人としての尊厳が守られ、共に生

きることのできる地域社会」の実現に向け、その実施計画

である『第６期障がい福祉計画』（令和３年度～５年度）

の策定に要する経費

〔経費内訳〕

　事務費等　　3,077千円
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令和２年２月市議会定例会提出案件資料
当初

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

セーフティネット事業費

（被保護者健康管理支援事

業）

　

３　民生費

　３　生活保護費

　　１　生活保護総務費

【地域福祉課】

予 算 額 2,974千円

財源内訳

国県支出金 市債 その他 一般財源

千円

2,794

千円

7

千円

173

〔事業目的〕

　健康管理支援員を配置し、生活保護受給者の生活習慣病

の発症や重症化の予防を図る経費

〔事業概要〕

　事務費等　　　　　　　　801千円

　健康管理支援員報酬　　2,173千円

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

【地域福祉課】

予 算 額 2,662,473千円

財源内訳

国県支出金 市債 その他 一般財源

千円

2,053,787

千円

608,686

〔事業目的〕

　生活保護法に基づく各種扶助費等

〔事業概要〕

　扶助費　　2,662,473 千円
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令和２年２月市議会定例会提出案件資料
当初

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

健康増進事業費

（會津LEAD事業）

　

４　衛生費

　１　保健衛生費

　　２　予防費

【健康増進課】

予 算 額 2,314千円

財源内訳

国県支出金 市債 その他 一般財源

千円

2,314

〔事業目的〕

　市民の主体的な健康づくりを推進するための情報発信及

び啓発活動に要する経費

〔事業概要〕

　事務費等　　　　　　　　2,132千円

　チラシ配布等委託料　　　  182千円

予防接種事業費

（乳幼児ロタウイルス予防

接種経費）

　

４　衛生費

　１　保健衛生費

　　２　予防費

【健康増進課】

予 算 額 16,391千円

財源内訳

国県支出金 市債 その他 一般財源

千円

16,391

〔事業目的〕

　令和２年10月に定期接種化される乳幼児ロタウイルス予

防接種の実施に要する経費

〔事業概要〕

　予防接種等委託料　　　16,391千円
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令和２年２月市議会定例会提出案件資料
当初

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

緊急減量化対策事業費

　

４　衛生費

　２　清掃費

　　２　塵芥処理費

【廃棄物対策課】

予 算 額 2,582千円

財源内訳

国県支出金 市債 その他 一般財源

千円

2,582

〔事業目的〕

　ごみ処理基本計画に定める燃やせるごみの削減目標量を

達成するため、雑がみの資源化推進に要する経費等

〔事業概要〕

　事務費等　　　　　　　2,219千円

　チラシ配布等委託料　　　363千円

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

【花と緑の課】

予 算 額 197,400千円

財源内訳

国県支出金 市債 その他 一般財源

千円

98,050

千円

96,200

千円

650

千円

2,500

〔事業目的〕

　公園施設長寿命化計画は平成27年度に策定し、５年が経

過したことから、施設の劣化及び損傷状況を把握するため、

健全度調査を実施し、その結果に基づく計画の見直しに要

する経費

　また、公園施設長寿命化計画に基づき、利用者の安全確

保と施設の利便性を向上させるための改修等に要する経費

〔事業概要〕

　公園施設長寿命化変更計画策定業務委託　　25,000千円

　あいづ球場スタンド改修工事外５工事　　 172,400千円
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令和２年２月市議会定例会提出案件資料
当初

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

地域公共交通活性化事業費

（会津・野岩鉄道施設整備

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】

予 算 額 31,396千円

財源内訳

国県支出金 市債 その他 一般財源

千円

31,300

千円

96

〔事業目的〕

　会津線及び会津鬼怒川線の老朽化した設備の更新及び会

津線での脱線事故に係る安全対策等の支援に要する経費

〔事業概要〕

　会津・野岩鉄道施設整備事業補助金　　　31,396千円

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

　【北会津支所

　　まちづくり推進課】

河東地域内交通運営支援事

業費

　

２　総務費

　１　総務管理費

　　11　河東支所費

　【河東支所

　　まちづくり推進課】

予 算 額 3,630千円（北会津）

財源内訳

国県支出金 市債 その他 一般財源

千円

3,630

予 算 額 2,248千円（河東）

財源内訳

国県支出金 市債 その他 一般財源

千円

1,774

千円

474

〔事業目的〕

　北会津・河東地域の公共交通空白地域等における医療機

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

動手段の確保など、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

〔事業概要〕

（北会津）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）河東地域内交通運行事業補助金　　　1,774千円

　　　　事務費等　　　　　　　　　　　　　　474千円
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令和２年２月市議会定例会提出案件資料
当初

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

保健衛生総務費

（簡易水道事業会計負担

金）

　

４　衛生費

　１　保健衛生費

　　１　保健衛生総務費

【健康増進課】

予 算 額 13,790千円

財源内訳

国県支出金 市債 その他 一般財源

千円

13,790

〔事業目的〕

　簡易水道事業の運営に要する経費に対する負担金

〔事業概要〕

　簡易水道事業会計負担金　　13,790千円

飲料水対策事業費

（給水施設等整備費補助

金）

　

４　衛生費

　１　保健衛生費

　　１　保健衛生総務費

【健康増進課】

予 算 額 16,306千円

財源内訳

国県支出金 市債 その他 一般財源

千円

16,306

〔事業目的〕

　安全で安心な生活用水の安定的な確保を図るため、上水

道未整備地区が行う給水施設等整備に対する支援に要する

経費

〔事業概要〕

　給水施設等整備費補助金　　16,306千円
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令和２年２月市議会定例会提出案件資料
当初

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

個別生活排水事業費

４　衛生費

　１　保健衛生費

　　６　生活排水対策費

農業集落排水事業費

６　農林水産業費

　１　農業費

　　６　農業集落排水事業費

公共下水道事業費

８　土木費

　４　都市計画費
　　５　下水道事業費

【下水道課】

予 算 額 996,382千円

財源内訳

国県支出金 市債 その他 一般財源

千円

996,382

〔事業目的〕

　下水道事業会計への繰出

〔事業概要〕

　個別生活排水事業費　　180,426千円

　農業集落排水事業費　　210,800千円

　公共下水道事業費　　　605,156千円
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令和２年２月市議会定例会提出案件資料
当初

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

宅地耐震化推進事業費

　

８　土木費

　４　都市計画費

　　１　都市計画総務費

【都市計画課】

予 算 額 9,967千円

財源内訳

国県支出金 市債 その他 一般財源

千円

4,900

千円

5,067

〔事業目的〕

　大地震時に大きな被害が生じる恐れがある大規模盛土造

成地において、変動予測調査を実施し、宅地カルテを作成

するための経費

〔事業概要〕

　事務費等　　　　　　　　　　　　　　 　　　36千円

　大規模盛土造成地変動予測調査業務委託料　9,931千円

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

【都市計画課】

予 算 額 13,785千円

財源内訳

国県支出金 市債 その他 一般財源

千円

6,300

千円

7,485

〔事業目的〕

　人口減少と高齢化の中にあっても、高齢者や子育て世代

にとって快適で安心できる生活環境の実現と、経済と財政

の両面において持続可能な都市経営を図っていくために、

立地適正化計画の骨子案を策定する経費

〔事業概要〕

　事務費等　　　　　　　　　　　　 1.298千円　　　　

　立地適正化計画策定業務委託料　　12,487千円
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令和２年２月市議会定例会提出案件資料
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

【道路建設課】

予 算 額 140,558千円

財源内訳

国県支出金 市債 その他 一般財源

千円

73,200

千円

60,200

千円

7,158

〔事業目的〕

　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

〔事業概要〕

　（社会資本整備総合交付金事業）

　　　市道幹Ⅰ－６号線外４路線　

　　　・委託料　　　　　15,000千円

　　　・工事費　　　　 124,000千円

　　　・事務費等　　　　 1,558千円　

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

【道路建設課】

予 算 額 126,051千円

財源内訳

国県支出金 市債 その他 一般財源

千円

64,750

千円

57,200

千円

4,101

〔事業目的〕

　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

〔事業概要〕

　（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

　　　・不動産鑑定委託　　　　  305千円

　　　・物件等調査委託　　　  5,500千円

　　　・用地費　　　　　　　 15,777千円

　　　・補償費　　　　　　　 23,723千円

　　　・工事費　　　　　　　 80,000千円

　　　・事務費等　　　　　　 　 746千円　　　
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令和２年２月市議会定例会提出案件資料
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

【道路維持課】

予 算 額 107,100千円

財源内訳

国県支出金 市債 その他 一般財源

千円

64,800

千円

580

千円

41,720

〔事業目的〕

　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

〔事業概要〕

　工事費　　107,100千円

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

【道路維持課】

予 算 額 30,000千円

財源内訳

国県支出金 市債 その他 一般財源

千円

15,000

千円

13,500

千円

1,500

〔事業目的〕

　道路舗装の老朽化による損傷個所を早期に補修し、通行

の安全確保を図るための経費

〔事業概要〕

　工事費　　　30,000千円
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令和２年２月市議会定例会提出案件資料
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

【道路維持課】

予 算 額 50,000千円

財源内訳

国県支出金 市債 その他 一般財源

千円

27,500

千円

10,000

千円

12,500

〔事業目的〕

　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

〔事業概要〕

　委託料（橋梁点検調査･測量設計業務）　34,000千円

　工事費　　　　　　　　　　　　　　　 10,000千円

　橋梁補修工事負担金　　　　　　　　　  6,000千円

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

【道路維持課】

予 算 額 29,600千円

財源内訳

国県支出金 市債 その他 一般財源

千円

22,800

千円

6,800

〔事業目的〕

　市民生活の安全性を確保するため、溢水被害の軽減に必

要な河川や水路の改修等に要する経費

〔事業概要〕

　工事費　　　29,600千円
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令和２年２月市議会定例会提出案件資料
当初

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

普通河川整備事業費

（工事費）

８　土木費

　３　河川費

　　２　河川整備事業費

【道路維持課】

予 算 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

11,900

千円

10,800

〔事業目的〕

　水辺環境の保全を図るため、水路の改修等に要する経費

〔事業概要〕

　工事費　　　22,700千円

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

【道路維持課】

予 算 額 640,622千円

財源内訳

国県支出金 市債 その他 一般財源

千円

90,436

千円

17,800

千円

40,004

千円

492,382

〔事業目的〕

　冬期交通の安全確保のため、市道等の除雪を行う経費等

〔事業概要〕

　事務費等　　　　　　　　164,629千円

　委託料　　　　　　　　　428,407千円

　工事費　　　　　　　　　 14,000千円

　備品購入費　　　　　　　 31,156千円

　負担金補助及び交付金　　　2,430千円
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令和２年２月市議会定例会提出案件資料
当初

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

城前団地建設事業費

（２～３年度継続）　

８　土木費

　５　住宅費

　　２　住宅建設費

【建築住宅課】

予 算 額 192,000千円

財源内訳

国県支出金 市債 その他 一般財源

千円

116,540

千円

75,400

千円

60

〔事業目的〕

　老朽化した城前団地を建て替えることにより、居住環境

の改善を図るため、第４期の更新住宅１棟１６戸及び周辺

の整備に要する経費

〔事業概要〕

　工事費　　　　　　　　192,000千円

〔参考〕

　　継続費総額　　　　　384,000千円

　　　令和２年度　　　　  192,000千円

　　　令和３年度　　　　  192,000千円　

消防施設整備費

　

９　消防費

　１　消防費

　　３　消防施設費

【危機管理課】

予 算 額 76,546千円

財源内訳

国県支出金 市債 その他 一般財源

千円

65,200

千円

1,130

千円

10,216

〔事業目的〕

　基幹消防屯所改修工事、ホース乾燥塔新築工事、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

〔事業概要〕

　事務費等　　　　　　　　　　1,208千円

　工事費　　　　　　　　 　　12,730千円

　消防ポンプ自動車等購入費   37,325千円

　消火栓新設等負担金　　　　 25,283千円
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令和２年２月市議会定例会提出案件資料
当初

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

防災対策費

（防災対策普及員経費）

　

９　消防費

　１　消防費

　　５　防災諸費

【危機管理課】

予 算 額 3,005千円

財源内訳

国県支出金 市債 その他 一般財源

千円

3,005

〔事業目的〕

　自助、共助の取組推進に向け、防災意識の啓発、防災知

識の普及、自主防災組織の組織化等を支援する防災対策普

及員の設置に要する経費

〔事業概要〕

　防災対策普及員報酬等　3,005千円

防災対策費

（情報発信一元化システム

経費）

　

９　消防費

　１　消防費

　　５　防災諸費

【危機管理課】

予 算 額 6,479千円

財源内訳

国県支出金 市債 その他 一般財源

千円

6,000

千円

479

〔事業目的〕

　市民への災害情報発信を迅速かつ確実に行うための情報

発信一元化システムの導入及び運用に要する経費　

〔事業概要〕

　システム導入経費　　6,050千円

　運用経費　　　　　 　 429千円
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令和２年２月市議会定例会提出案件資料
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

【企画調整課】

予 算 額 6,000千円

財源内訳

国県支出金 市債 その他 一般財源

千円

6,000

〔事業目的〕

　次代を担う人材育成を目的とした、学びと交流の場とし

ての「あいづ未来人財育成塾」等の実施に要する経費

〔事業概要〕

　新生日本・再生故郷実行委員会負担金　　6,000千円

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

【企画調整課】

予 算 額 787千円

財源内訳

国県支出金 市債 その他 一般財源

千円

787

〔事業目的〕

　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の条例の実効性を

高める取組及び地域における活動の促進に要する経費

〔事業概要〕

　事務費等（市民ファシリテーター謝礼等）　 387千円

　地域活動事業負担金　　　　　　　　　　　 400千円
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令和２年２月市議会定例会提出案件資料
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

【庁舎整備室】

予 算 額 118,732千円

財源内訳

国県支出金 市債 その他 一般財源

千円

116,620

千円

2,112

〔事業目的〕

　「庁舎整備基本計画」及び「庁舎整備基本計画の精査と

整備に向けた方向性の整理」に基づき庁舎整備を進めてい

くための設計業務等に要する経費

〔事業概要〕

　事務費等                　　　         1,926千円

　庁舎整備設計業務委託料　　　　　　　　88,812千円

　本庁舎等アスベスト定性分析調査業務委託料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,408千円

　庁舎整備コンストラクションマネジメント業務委託料

       　　　　　　　　　　　　　 　　　26,400千円

　その他委託料　　　　　　　　  　　　　　 186千円

〔債務負担行為〕

　　名　称　庁舎整備設計業務委託

　　期　間　令和２年度から令和４年度まで

　　限度額　292,950千円
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令和２年２月市議会定例会提出案件資料
当初

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

地域振興費

（地域おこし協力隊にかか

る経費）

　

２　総務費

　１　総務管理費

　　８　企画費

【地域づくり課】

予 算 額 3,217千円

財源内訳

国県支出金 市債 その他 一般財源

千円

3,217

〔事業目的〕

　定住・二地域居住に関する業務を推進するための国制度

を活用した地域おこし協力隊の任用及び活動に要する経費

〔事業概要〕

　事務費等　　　　　　　　　　　　　　　　1,183千円

　地域おこし協力隊報酬　　　　　　　　　　2,034千円

　

地域振興費

（定住・二地域居住推進協

議会負担金）

　

２　総務費

　１　総務管理費

　　８　企画費

【地域づくり課】

予 算 額 3,758千円

財源内訳

国県支出金 市債 その他 一般財源

千円

2,400

千円

1,358

〔事業目的〕

　首都圏在住で地方暮らしを希望する方々やＵターンを希

望する方々を積極的に受け入れるための移住希望者宿泊費

補助金等、定住・二地域居住推進に要する経費

〔事業概要〕

　定住・二地域居住推進協議会負担金　　3,758千円

　※うち、移住希望者宿泊費補助金　50千円
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令和２年２月市議会定例会提出案件資料
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

【地域づくり課】

予 算 額 4,355千円

財源内訳

国県支出金 市債 その他 一般財源

千円

4,355

〔事業目的〕

　中山間地域のコミュニティづくりを推進するための国の

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

〔事業概要〕

　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　　　 　2,375千円

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）

２ 総務費　

  １ 総務管理費　

     10   北会津支所費

　【北会津支所

　　まちづくり推進課】

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　

　　 11  河東支所費

　【河東支所

　　まちづくり推進課】

　　　　　　　　　　　

予 算 額 1,000千円（北会津）

財源内訳

国県支出金 市債 その他 一般財源

千円

1,000

予 算 額 1,000千円（河東）

財源内訳

国県支出金 市債 その他 一般財源

千円

1,000

〔事業目的〕

  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た、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

に要する経費

〔事業概要〕

  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
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令和２年２月市議会定例会提出案件資料
当初

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

核兵器廃絶平和都市宣言事

業費

　

２　総務費

　１　総務管理費

　　１　一般管理費

【総務課】

予 算 額 2,192千円

財源内訳

国県支出金 市債 その他 一般財源

千円

2,192

〔事業目的〕

　核兵器がもたらす悲惨さや平和の尊さを次代へ継承する

とともに市民の平和意識の醸成を図るため、被爆地への中

学生派遣並びに被爆体験講話及び平和推進フィルム上映会

等の実施に要する経費　

〔事業概要〕

　被爆地への中学生派遣[令和２年度：長崎市］1,795千円

　被爆体験講話　　　　　　　　　　　　　　　 245千円

　平和推進フィルム上映会                     113千円

　広島・長崎原爆被災写真パネル展　　           4千円

　平和まつり負担金　　　　　　　　            30千円

　平和首長会議メンバーシップ負担金             2千円

  事務費等　　　　　　　　　　　　　           3千円

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

【総務課】

予 算 額 1,405千円

財源内訳

国県支出金 市債 その他 一般財源

千円

1,405

〔事業目的〕

　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、２年毎に相互訪問を行ってい

る姉妹都市むつ市からの訪問団受入れ及び伊那市との親善

交流都市締結 20周年記念事業の実施に要する経費

〔事業概要〕

　会津まつり交流都市招待  　　　　　　　　58千円

　姉妹都市むつ市訪問団受入れ　　　　　　 768千円

伊那市親善交流都市締結 20周年記念事業　399千円

事務費等　　　　　　　　　　　　　     180千円
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令和２年２月市議会定例会提出案件資料
当初

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

国勢調査費

　

２　総務費

　５　統計調査費

　　２　基幹統計調査費

【情報統計課】

予 算 額 55,770千円

財源内訳

国県支出金 市債 その他 一般財源

千円

54,595

千円

7

千円

1,168

〔事業目的〕

　国内に居住する全ての人と世帯を対象とする国の最も重

要な基幹統計調査として、５年ごとに行われる国勢調査に

要する経費

〔事業概要〕

　事務費等　　　　　　　　　2,005千円

　調査員等報酬　　　　　　 46,613千円

　調査用品配送業務委託料　　3,050千円

　データ入力業務委託料　　　4,102千円

住居表示整備事業費

（住居表示整備業務委託

料）

　

２　総務費

　３　戸籍住民基本台帳費

　　２　住居表示費

【市民課】

予 算 額 23,821千円

財源内訳

国県支出金 市債 その他 一般財源

千円

23,821

〔事業目的〕

　第 25次住居表示整備事業の実施に当たり、住居表示実施区

域の台帳作成、住民情報等基幹システムのデータ修正等に

要する経費

〔事業概要〕

・住居表示台帳作成及び住居表示新地番新住所

  デジタル化業務委託料　　        　　    17,386千円

・住居表示実施に伴う住民情報等基幹システム

  データ修正等業務委託料　　　　　         5,775千円

・住民基本台帳ネットワークシステム住居表示

  対応業務委託料　        　　　　　　 　 　 660千円
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令和２年２月市議会定例会提出案件資料
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

【花と緑の課】

予 算 額 19,982千円

財源内訳

国県支出金 市債 その他 一般財源

千円

10,000

千円

7,500

千円

2,482

〔事業目的〕

　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、基本構想を踏まえて、事業化に向けた民間事業者との

連携による基盤整備を推進するための基本協定の支援に要

する経費等

〔事業概要〕

　事務費等　　　　　　　　　　　　　　 2,482千円

　会津若松駅前都市基盤整備基本協定支援業務委託料　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　17,500千円
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令和２年２月市議会定例会提出案件資料
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

【人事課】

予 算 額 7,283,828千円

財源内訳
国県支出金 市債 その他 一般財源

7,283,828千円

〔目的〕

　令和２年１月１日現在に在職する職員をもとにした令和

２年度に見込まれる人件費の予算措置

〔概要〕

１　特別職　４名分

　（市長、副市長、常勤監査委員、教育長）

　　給料 　　　　　３５，１８４千円

    職員手当等   　　　　１２，１４３千円

    共済費   　　　　  ８，６５１千円

      合　計 　　　　　５５，９７８千円　･･･（Ａ）

２　一般職　885名分

    給料 　　３，４６２，８８３千円

    職員手当等   　２，６１７，４２３千円

　　共済費   　１，１４７，５４４千円

      合　計 　　７，２２７，８５０千円　･･･（Ｂ）

 （A) +（B) ＝　　７，２８３，８２８千円　･･･（Ｃ）

（参考）　　

　Ⅰ 特別会計分　65名分

　（※水道事業会計・下水道事業会計除く）　

　　給料 　  　　２５２，８５３千円

　　職員手当等  　　　１４９，８８２千円

　　共済費   　　　　８３，３７９千円

      合　計 　　　　４８６，１１４千円　･･･（Ｄ）

　Ⅱ　一般会計 + 特別会計

 （C) +（D) ＝　　７，７６９，９４２千円

- 53 -



令和２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

予 算 額 154,952千円

財源内訳

国県支出金 市債 その他 一般財源

千円

74,212

千円

750

千円

79,990

〔事業目的〕

　地方創生を推進するための関連事業にかかる経費

〔事業概要〕

　事業費　　154,952千円

　事業数　　　　 21事業　

　※各事業の事業費及び詳細は別紙のとおり
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○「地方創生」枠対象事業詳細

【地方創生推進交付金】

1 事業名 秘書広聴課

事業費 ２款 総　務　費　 １項 総務管理費 ４目 文書広報費 6,597 千円

2 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 3,500 千円

3 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 3,840 千円

4 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 4,580 千円

5 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 14,500 千円

シビックプライド向上で移住（Ｕターン）促進プロジェクト

〔事業概要〕
　
　「移住・定住」というコンセプトに基づき、テレビ広報番組の制作・放送、
パンフレットの作成・配布といった事業を展開することで、シビックプライド
の醸成や地元への愛着形成を促進し、本市在住の若者の地元定住や、
市外在住の若者のＩターンやＵターン、企業誘致などによる定住人口の
増加や地域活性化を図る。

〔経費内訳〕
　・広報紙特集記事パンフレット印刷
　　　　　　　　　　　　　　　　  　602千円
　・ｼﾃｨﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝﾃﾚﾋﾞ広報番組
  　制作放送業務委託　 　5,995千円

〔財源〕
　国庫支出金　 　　　　　　 3,299千円

〔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、介
助が可能な理美容施術を託児も提供しながら行うことで、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〕
　・訪問介助理美容拠点業務委託料
　　　　　　　　　　　　　　　　 3,500千円

〔財源〕
　国庫支出金　 　　　　　　 1,750千円

〔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ICT関連の起業を希望する
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
　　 　　　　　　　　　           3,342千円
　・事務費等                      498千円

〔財源〕
　国庫支出金　 　　　　　   1,920千円

〔事業概要〕
　
　個人の属性に合わせておすすめの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、
Webフォームによる書類作成簡素化など、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　　　　　　4,580千円

〔財源〕
　国庫支出金　 　　　　 　2,290千円

〔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、子どもたちなど
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
　　　 　　　　　　　　　　　　14,500千円

〔財源〕
　国庫支出金　 　　　　 　 7,250千円
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6 事業名 地方創生推進事業費（地域内進学促進事業） 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 1,500 千円

7 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 3,200 千円

8 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 1,000 千円

9 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 5,000 千円

10 事業名 地域公共交通活性化事業費（新モビリティサービス推進事業） 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 10,000 千円

〔事業概要〕

　会津地域の大学・専門学校等の特徴や地元雇用との連携などが図ら
れる利点などを説明する「合同学校説明会」を開催することで、若者の地
元教育機関への進学・就職を促進し、社会動態での人口減少の抑制を
図る。

〔経費内訳〕
　・地域内進学促進業務委託
　　プロポーザル審査委員報償費
　　　　　　　　　　　　　　　　　   21千円
　・地域内進学促進業務委託料
　　　 　　　　　　　　　　　　 1,479千円
〔財源〕
　国庫支出金　 　　　　 　    750千円

〔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企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　　　　　　　　 　3,200千円

〔財源〕
　国庫支出金　 　　　　　　1,600千円

〔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
　　　　　　　

〔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）
　　　　　　　　　　　　　　　　 5,000千円

〔財源〕
　国庫支出金　 　　　　　　 2,500千円

〔事業概要〕

　高齢者や来訪者等の移動支援に資するオンデマンド型路線バスや相
乗り型タクシーなどのＩＣＴを活用した新しいモビリティサービスの導入と、
様々な交通手段を一つのサービスとしてシームレスに繋ぎ利便性の向上
を図る仕組みの構築に向けた取り組みを行うとともに、その運用を通して
収集したデータを分析・活用することにより持続可能な地域公共交通の
構築を目指す。

〔経費内訳〕
　・新モビリティサービス推進事業
　 負担金　　　　　　　　　　 10,000千円

〔財源〕
　国庫支出金　 　　　　　　 5,000千円
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11 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 40,500 千円

12 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 12,830 千円

13 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 5,261 千円

14 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 8,000 千円

15 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 1,716 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
　市内認定農業者などに対し、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　　　　　　　  　 18,000千円
　・スマートアグリ実証事業
　　補助金　　　　　　　   　22,500千円

〔財源〕
　国庫支出金　 　　　　　　20,250千円

〔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〕
　・会津若松観光ビューロー着地型観光
　促進事業補助金　　　 12,830千円

〔財源〕
　国庫支出金　 　　　　　　6,415千円

〔事業概要〕

　インバウンド事業を推進するため、データ分析やレコメンド機能などＩＣＴ
を活用したデジタルＤＭＯサイト「Visit Aizu」を運用し、訪日前の外国人
観光客に対し会津地域の観光情報を発信する。

〔経費内訳〕
　・デジタルＤＭＯ推進事業負担金
　　　　　　　　　　　　　   　　 5,261千円

〔財源〕
　国庫支出金　 　　　　　　 2,630千円

〔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、およびＳＮＳやメディアを活用した情報発信を行
うとともに、定期チャーター便利用者に向けた情報発信を委託し、現地にお
いてタイ人目線での本市に係る情報発信を行い、タイからの観光誘客を図る
。

〔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

〔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、中国語（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
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16 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

17 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 4,400 千円

【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 1,028 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 8,000 千円

9,000千円

〔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
、特にサムライに関心の高いフランスやイギリスを中心とした欧米豪地域
等に対して文化の発信と体験メニュー等の受入環境の充実に取り組み、
観光誘客を図る。

〔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　　     　 　9,000千円

〔財源〕
　国庫支出金　 　　　　　　4,500千円

10款

〔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。
　また、多くの保護者に利用いただくため、利用者のニーズ調査に基づ
いたアプリケーションの機能拡充等を行い、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
　　　　　　　　　　　　 　　　　4,400千円

〔財源〕
　国庫支出金　 　　　　　　2,200千円

〔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、新たな現代版仲人の養成に取り組むなど、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〕
　・結婚支援業務委託プロポーザル
　　選考委員報償費　　　   　　 28千円
　・結婚支援業務委託料　　1,000千円

〔財源〕
　県補助金　 　　　　　　 　500千円

〔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　
　　　　　　　　　　　　　　　 8,000千円

〔財源〕
　県補助金　　　　　　　　 6,000千円
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【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 5,000 千円

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 5,500 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）

〔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  
ＩＣＴオフィス「スマートシティＡⅰＣＴ」の入居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

〔事業概要〕
　
　地域医療支援病院や医師会等と連携し、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



令和２年２月市議会定例会提出案件資料
当初

　　　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　　　　　1,967,753千円

県支出金　　　　　　　　8,117,880千円

繰入金　　　　　　　　　1,255,813千円

その他　　　　　　　　　 　65,452千円

　　　　　 　　　　計　11,406,898千円

歳　出

総務費                    360,190千円

保険給付費　　　　　　　8,021,330千円

国民健康保険事業費納付金

　　　　　　　　　　　　2,850,157千円

保健事業費　　　　　　　　136,824千円

その他　　　　　　　　　　 38,397千円

　　　　　　　　 　計　11,406,898千円

〔概要〕

　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

- 60 -



令和２年２月市議会定例会提出案件資料
当初

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

観光施設事業特別会計

【観光課】

　　

歳　入

事業収入　　　　　　91,923千円

使用料及び手数料 　　　383千円

財産収入　　　　　　　　76千円

寄附金　　　　　　　　　 1千円

繰越金　　　　 　　　3,000千円

諸収入　　　　     　8,843千円

　　　　　　　　計 104,226千円　

歳　出

総務費　　　　　　　44,492千円

若松城天守閣費　　　28,596千円

若松城整備費　　　　25,724千円

麟閣費　　　　　　　 2,006千円

駐車場費             1,408千円

予備費　　　　　　　 2,000千円

　　　　　　　　計 104,226千円

〔概要〕

　若松城天守閣長寿命化実施設計、鶴ケ城公園園路舗装工

事、史跡若松城跡ライトアップ事業、観光施設の維持・修

繕等に要する経費が主であり、事業収入、諸収入等を財源

として措置

 〇若松城整備等基金積立金　　　　　  　　25,106千円

 ○若松城天守閣長寿命化実施設計委託　　　10,000千円

 〇鶴ケ城公園園路舗装工事 　　　　　　    7,845千円

 〇史跡若松城跡ライトアップ事業 　　 　　16,180千円
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令和２年２月市議会定例会提出案件資料
当初

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

地方卸売市場事業特別会計

　　

【農政課】

歳　入

　使用料　　　　　78,661千円

　一般会計繰入金　25,868千円

　繰越金　　　　　 3,000千円

　雑入　　　　　　 1,658千円

　市債　　　　　　22,700千円

　　　　　　 計　131,887千円

歳　出

　総務管理費　　 100,660千円

　公債費　　　    30,227千円

　予備費　　　　   1,000千円

　　　　　   計　131,887千円

〔概要〕

　公設地方卸売市場の適正な管理運営に要する指定管理料、

青果棟低温売場整備工事及び施設の改修等に要する経費が

主であり、使用料、一般会計繰入金、市債等を財源として

措置
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令和２年２月市議会定例会提出案件資料
当初

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

扇町土地区画整理事業特別

会計

【区画整理課】

　　
歳　入

　分担金及び負担金　　　　105,673 千円

　使用料及び手数料　　　　　   32 千円

　国庫支出金　　　　　　　 33,900 千円

　繰入金　　　　　　　　　538,744 千円

　繰越金　　　　　　　　　 33,000 千円

　諸収入　　　　　　　　　 18,060 千円

　市債　　　　　　　　　　 50,500 千円

　　　　　　　　　　　計　779,909 千円

歳　出

　土地区画整理事業費      

　　（一般管理費）　　　　 82,099 千円

　　（事業費）　　　　　　235,539 千円

  公債費　　　　　　 　　 459,271 千円

  予備費　　　　　　　　　　3,000 千円

　　　　　　　　　　　計　779,909 千円

〔概要〕

　橋梁整備工事、公園整備工事等に要する経費が主であり、

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
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令和２年２月市議会定例会提出案件資料
当初

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

介護保険特別会計

【高齢福祉課】

歳　入

　保険料　　　　　　2,320,413千円

　国庫支出金　　　　3,043,312千円

　支払基金交付金　　3,320,604千円

　県支出金　　　　　1,869,302千円

　一般会計繰入金　　2,036,660千円

　基金繰入金　　　　　269,417千円

　その他　　　　　　　　1,110千円

　　　　　　 　計　12,860,818千円

歳　出

　一般管理費　　　　　187,090千円

　賦課徴収費　　　　　　7,684千円

　介護認定審査会費　　 81,414千円

　運営協議会費　　　　　1,029千円

　保険給付費　　 　11,774,772千円

　地域支援事業費　　　801,966千円

　その他　　　　　　　　6,863千円

　　　　　　 　計　12,860,818千円　

〔概要〕

　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
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令和２年２月市議会定例会提出案件資料
当初

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

三本松宅地整備事業特別会

計

【都市計画課】

歳　入
　繰越金　　　　　109,608千円　

　　　　　　　　計109,608千円

歳　出

　宅地整備事業費　　1,403千円

　予備費　　　　　108,205千円

　　　　　　　　計109,608千円

〔概要〕

　三本松宅地整備事業地内の維持管理に要する経費が主で

あり、繰越金を財源として措置

後期高齢者医療特別会計

　　

【国保年金課】 歳　入

後期高齢者医療保険料　  1,042,759千円

繰入金　　　　　　　　　　366,007千円

その他　　　　　　　　　　　6,906千円

　　　　　　　　　　計　1,415,672千円

歳　出

総務費　　　　　　　　　 　37,245千円

後期高齢者医療広域連合納付金

　　　　　　　　　　　　1,373,361千円

諸支出金                    4,066千円

予備費　　　　　　　　　　　1,000千円　

　　　　　　　　　　計　1,415,672千円

〔概要〕

　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であり、保険料、一般会計

繰入金等を財源として措置
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