
令和３年12月市議会定例会提出案件資料

12月補正

　　　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 4,738千円

財源内訳

国県支出金 市債 その他 一般財源

千円
3,553

千円
1,185

〔事業目的〕
　新型コロナウイルス感染症の影響が長期化したことによ
る、住居確保給付金申請件数の増加に伴う給付に要する経費

〔事業概要〕
　扶助費（住居確保給付金）　4,738千円

水稲農家経営安定緊急対策
事業費
　
６　農林水産業費
　１　農業費
　　３　農業振興費

       【農政課】

補 正 額 88,613千円

財源内訳

国県支出金 市債 その他 一般財源

千円
88,613

〔事業目的〕
  新型コロナウイルス感染症の影響により米需要が減少し、
米価下落により農家の大幅な減収が見込まれることから、営
農継続が懸念される水稲農家の次期作に向けた支援を図るた
めの経費

〔事業概要〕
　事務費等　　　 　                       417千円
　水稲農家経営安定緊急対策事業補助金 　88,196千円
　　・対象者数：本市水稲農家約1,700名
　　・対象面積：約3,392ha
　　 （対象者に係る令和３年産主食用米の生産目安面積）
　　・補助単価：2,600円／10a



令和３年12月市議会定例会提出案件資料

12月補正

　　　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】

補 正 額 17,928千円

財源内訳

国県支出金 市債 その他 一般財源

千円
17,928

〔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〕
　需用費（段ボールベッド）　　　　　　　8,732千円
　備品購入費（間仕切りパーティション）　9,196千円

地域振興費
　
２　総務費
　１　総務管理費
　　８　企画費

【地域づくり課】

補 正 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
3,000

千円
1,000

〔事業目的〕
　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、要件を満たした東京圏からの移住者に対し支
給する移住支援金の交付に要する経費
　

〔事業概要〕
　　市移住支援給付金　　4,000千円
　 （※参考）
　　 当 初 予算　　3,200千円（世帯２件、単身２件）
　　 執行見込額  　7,200千円（世帯６件、単身２件）
　　 補  正  額　  4,000千円

　



令和３年12月市議会定例会提出案件資料

12月補正

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

児童手当事務費
　
３　民生費
　２　児童福祉費
　　１　児童福祉総務費

【こども家庭課】

補 正 額 19,072千円

財源内訳

国県支出金 市債 その他 一般財源

千円
3,775

千円
15,297

〔事業目的〕
　児童手当法等の一部改正に対応するためのシステム構築
に要する経費

〔事業概要〕
　児童手当法等の一部改正に伴い、令和４年10月支給分
からの適用に向け、住民基本台帳及び課税台帳を管理して
いる市の総合行政システムに移行することにより、児童手
当の資格審査に必要な住民情報及び税情報の直接連携を行
い、適正な支給を図る

　システム改修等委託料　 19,072千円
　（内訳）
　　・システム環境構築作業委託料　13,686千円
　　・データ抽出作業委託料　　　　 5,386千円

健康増進事業費
　
４　衛生費
　１　保健衛生費
　　２　予防費

【健康増進課】

補 正 額 2,079千円

財源内訳

国県支出金 市債 その他 一般財源

千円
984

千円
1,095

〔事業目的〕
健(検)診結果等の電子化した情報について、転居時に市
町村間で引き継がれる仕組みや、個人が一元的に確認でき
る仕組みの構築に要する経費

〔事業概要〕
　健(検)診等の情報について、マイナンバー制度を活用
し、マイナポータルでの閲覧や市町村間での情報連携を開
始するため、自治体中間サーバに情報を登録するにあたり
必要なシステム（健康管理システム）改修を行う

システム改修等委託料　　2,079千円
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12月補正

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

教育ＩＣＴ環境推進事業費
　
10　教育費
　２　小学校費
　　２　教育振興費

【学校教育課】

補 正 額 25,128千円

財源内訳

国県支出金 市債 その他 一般財源

千円
25,128

〔事業目的〕
　市立学校のインターネット接続環境の改善に要する経費

〔事業概要〕
　次世代ファイアウォール機器購入費　　　　 7,920千円
　学校インターネット接続環境増強業務委託料
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　17,208千円

　※インターネット接続環境増強実施予定校（17校）
　（鶴城小、城北小、行仁小、城西小、謹教小、日新小、
　　一箕小、松長小、永和小、神指小、門田小、城南小、
　　東山小、小金井小、荒舘小、川南小、河東学園）

　※令和４年度へ全額繰越（繰越明許費）

教育ＩＣＴ環境推進事業費
　
10　教育費
　３　中学校費
　　２　教育振興費

【学校教育課】

補 正 額 11,618千円

財源内訳

国県支出金 市債 その他 一般財源

千円
11,618

〔事業目的〕
　市立学校のインターネット接続環境の改善に要する経費

〔事業概要〕
　次世代ファイアウォール機器購入費　　　　 3,520千円
　学校インターネット接続環境増強業務委託料
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 8,098千円

　※インターネット接続環境増強実施予定校（８校）
　（第一中、第二中、第三中、第四中、第五中、第六中、
　　一箕中、北会津中）

　※令和４年度へ全額繰越（繰越明許費）
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12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】
　　

　　　　　　　

予 算 額 ▲85,470千円

財源内訳

国県支出金 市債 その他 一般財源

千円
▲85,470

〔事業目的〕
　令和３年１月１日時点に在職する職員をもとに予算化し
た人件費と令和３年11月１日時点で見込まれる人件費と
の差額分の合計額を補正

〔事業概要〕
１　特別職
      職員手当等   　　　▲　３８千円
      共済費   　　　　６００千円
        合　計 　　　　　５６２千円　･･･（Ａ）

２　一般職

      給料 　▲２５，５６５千円
      職員手当等   ▲４６，６６２千円
      共済費   ▲１３，８０５千円
        合　計 　▲８６，０３２千円　･･･（Ｂ）

　 （Ａ）＋（Ｂ） ＝ ▲８５，４７０千円  ･･･ （Ｃ）

（参考）
　Ⅰ 特別会計分
   ※水道事業会計及び下水道事業会計を除く　
      給料 　▲１２，４５９千円

      職員手当等   ▲１４，９８７千円

      共済費   ▲　６，０９７千円

        合　計   ▲３３，５４３千円　　…（Ｄ）

  　
　Ⅱ　一般会計 + 特別会計
　　　　合計（Ｃ）+（Ｄ）＝▲１１９，０１３千円
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12月補正

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

議場音響・映像設備移設業
務委託

〔債務負担行為〕

【議会事務局】

限度額 　4,485千円

期　間 　令和３年度～令和４年度

〔概要〕
　議場の音響・映像設備を本庁舎から仮庁舎（追手町第二
庁舎）へ移設するため、準備期間を含め債務負担行為を設
定

〔事業内容〕
　議場音響・映像設備移設業務委託　　4,485千円

〈令和３年度〉
　　令和４年１月～２月　契約事務手続
　　　　　　３月　　　　受託者による移設準備
〈令和４年度〉
　　令和４年４月　　　　受託者による移設
　　　　　　５月　　　　議場音響・映像設備稼働

つながりづくりポイント
事業業務委託
　
〔債務負担行為〕

　　　【高齢福祉課】

限度額 　148,929千円

期　間 　令和３年度～令和６年度

〔概要〕
　ボランティア活動や介護予防等のための活動の実績に基
づきポイントを付与する事業の安定した運営を図るため、
準備期間を含め債務負担行為を設定

〔事業内容〕
　〇活動者・登録団体の募集、登録、ポイント管理
　〇利用券協力店の公募、登録、利用券の換金　等
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12月補正

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

砂塵防止事業

〔債務負担行為〕

【農林課】

限度額 5,800千円

期　間 令和３年度～令和４年度

〔概要〕
　早期発注による公共工事の発注時期の平準化を図るため
債務負担行為を設定

〔事業内容〕
　農道舗装工事　　5,800千円

道路維持修繕事業

〔債務負担行為〕

　　　【道路課】

限度額 38,000千円

期　間 令和３年度～令和４年度

〔概要〕
　早期発注による公共工事の発注時期の平準化を図るため
債務負担行為を設定

〔事業内容〕
　舗装修繕工事　　38,000千円
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12月補正

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

市道舗装整備事業

〔債務負担行為〕

【道路課】

限度額 22,700千円

期　間 令和３年度～令和４年度

〔概要〕
　早期発注による公共工事の発注時期の平準化を図るため
債務負担行為を設定

〔事業内容〕
　舗装等整備工事　　22,700千円

下水道事業会計

〔債務負担行為〕

【上下水道局経営企画課】

限度額 65,800千円

期　間 令和３年度～令和４年度

〔概要〕
　早期発注による公共工事の発注時期の平準化を図るため
債務負担行為を設定

〔事業内容〕
　公共下水道管埋設等工事　　65,800千円
　（内訳）
　　・公共下水道管埋設工事　　55,800千円
　　・公共汚水ます設置工事　　10,000千円
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12月補正

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

観光施設事業特別会計

【観光課】

歳　入

　観光施設収入　　　▲48,362千円
　雑入　　　　　　　 ▲6,983千円
　市債　　　　　　　 118,100千円
　　　　　　　　　計　62,755千円　

歳　出
　一般管理費　　　　　62,710千円
　予備費　　　　　　　　　45千円
　　　　　　　　　計　62,755千円

〔概要〕
　新型コロナウイルス感染拡大の影響により、観光客が激
減している状況を踏まえ、観光施設収入との差額分を指定
管理料として措置するとともに職員人件費の調整に要する
経費を措置
　あわせて、観光施設収入及び収益事業実施納付金収入が
見込めない状況にあることから、減収対策としての市債の
活用

観光施設事業特別会計

〔債務負担行為〕

【観光課】

限度額 15,500千円

期　間 令和３年度～令和４年度

〔概要〕
　桜の開花時期から新緑の６月にかけて、史跡若松城跡の
桜をはじめとする木々や石垣、濠などをライトアップで演
出することにより、城郭としての魅力を向上させ、夜間の
観光誘客を図るため、準備期間を含め債務負担行為を設定

〔事業内容〕
　史跡若松城跡ライトアップ事業　　15,500千円
　
〈令和３年度〉

　　令和４年１月 　プロポーザル参加者募集公告
　　　　　　２月 　プロポーザル審査会
　　　　　　　　 　業務委託契約締結
　　　　　　３月 　受託者による着手準備
〈令和４年度〉 　　　
　　令和４年４月　 ライトアップ実施
　　　　　～６月


