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令和３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 1,134千円

財源内訳

国県支出金 市債 その他 一般財源

千円
119

千円
1,015

〔事業目的〕
　性別にかかわりなく、多様性を尊重し、一人ひとりがそ
の個性や能力を十分に発揮することが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

〔事業概要〕
  事務費等　　　　　　　　　　　　　 823千円
　委員報酬                         　161千円　
　男女共同参画社会づくり推進活動
　支援補助金　　　　　　　　　　　　 150千円

市民協働推進事業費
（市民活動団体支援業務委
　託料）
　
２　総務費
　１　総務管理費
　　８　企画費

【協働・男女参画室】

予 算 額 660千円

財源内訳

国県支出金 市債 その他 一般財源

千円
660

〔事業目的〕
　地域の魅力づくりや課題解決に取り組むＮＰＯ法人・市
民活動団体等からの相談への対応や、研修会の開催などの
支援に要する経費

〔事業概要〕
　市民活動団体支援業務委託料　　　660千円

〔業務内容〕
　〇市民活動団体等からの相談への対応
　〇市民活動団体研修会の開催
  〇ホームページの運営
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令和３年２月市議会定例会提出案件資料
当初

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

児童虐待防止対策事業費
（産後ヘルパー派遣事業）

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 522千円

財源内訳

国県支出金 市債 その他 一般財源

千円
348

千円
174

〔事業目的〕
　児童虐待の予防や早期発見を図るため、家族などからの
育児支援が難しい、産後間もない家庭に対する産後ヘル
パー派遣の委託に要する経費

〔事業概要〕
　産後ヘルパー派遣事業委託料　522千円

子ども・子育て支援事業費
（保育施設ＡＩ入所調整
　システム導入等委託料）
　
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 8,063千円

財源内訳

国県支出金 市債 その他 一般財源

千円
8,063

〔事業目的〕
　保護者及び受入施設へ早期に入所決定の通知を行うこと
を目的とし、保育施設の入所調整に係る時間を短縮するた
めのＡＩシステムを導入する経費

〔事業概要〕
　システム導入等委託料　　　　8,063千円
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令和３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 137,711千円

財源内訳

国県支出金 市債 その他 一般財源

千円
105,903

千円
31,808

〔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　　　74,284千円
　保育所等整備交付金　　　　　　　63,427千円

児童健全育成事業費
（こどもクラブ運営等委託
料）
　
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 569,248千円

財源内訳

国県支出金 市債 その他 一般財源

千円
374,548

千円
194,700

〔事業目的〕
　放課後に家庭で保育することができない小学生に対し、
適切な遊び及び生活の場を提供することを目的に市内22ヶ
所に設置しているこどもクラブ運営に関する経費
　
〔事業概要〕
　こどもクラブ運営等委託料
　・こどもクラブ運営　443,756千円
　・障がい児加配　　　123,210千円
　・タクシー運行　　　　2,282千円
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令和３年２月市議会定例会提出案件資料
当初

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

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 3,935,837千円

財源内訳

国県支出金 市債 その他 一般財源

千円
2,787,109

千円
120,659

千円
1,028,069

〔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　1,399,633千円
　扶助費　　　　　　2,536,204千円

母子保健事業費
（母子保健コーディネー
ター）
　
４　衛生費
　１　保健衛生費
　　２　予防費

【健康増進課】

予 算 額 6.305千円

財源内訳

国県支出金 市債 その他 一般財源

千円
3,228

千円
16

千円
3,061

〔事業目的〕
　妊娠期から子育て期までの一体的な支援を行うための、
子育て世代包括支援センターにおける母子保健コーディ
ネーターの配置に要する経費

〔事業概要〕
　事務費等　　1,972千円
  報酬　　　　4,333千円
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令和３年２月市議会定例会提出案件資料
当初

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

妊婦健康診査事業費
（健診等委託料）

４　衛生費
　１　保健衛生費
　　２　予防費

【健康増進課】

予 算 額 105,690千円

財源内訳

国県支出金 市債 その他 一般財源

千円
3,825

千円
101,865

〔事業目的〕
　安全安心な妊娠、出産のための妊産婦健康診査に要する
経費

〔事業概要〕
　健診等委託料　105,690千円

城北小学校プール附属棟及
び駐車場整備事業費
　
10　教育費
　２　小学校費
　　３　学校建築費

【教育総務課】
【学校教育課】

予 算 額 109,710千円

財源内訳

国県支出金 市債 その他 一般財源

千円
103,500

千円
6,210

〔事業目的〕
　城北小学校南棟の解体に伴う、プール附属棟の建設及び
敷地内駐車場の整備に要する経費

〔事業概要〕
　事務費等　　　　　　　　　　 612千円
　プール附属棟建設工事費　　76,610千円
　駐車場整備工事費　　　　　32,488千円　　　　　
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令和３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 228,405千円

財源内訳

国県支出金 市債 その他 一般財源

千円
216,700

千円
11,705

〔事業目的〕
　行仁小学校校舎等の改築に伴う、グラウンド整備等に要
する経費

〔事業概要〕
　事務費等　　　　　　　　　　7,025千円　　　　　　
　運搬等委託料　　　　　　　　2,970千円
　代替グラウンド整地委託料　　1,100千円
　工事費　　　　　　　　　　217,310千円

〔事業スケジュール（予定）〕
　（グラウンド等整備）
　　令和３年度
　　　・グラウンド等整備工事
　　令和４年４月
　　　・供用開始（予定）

行仁小学校校舎等解体事業
費（２～３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 142,824千円

財源内訳

国県支出金 市債 その他 一般財源

千円
142,824

〔事業目的〕
　行仁小学校校舎等の改築に伴う、旧校舎等の解体に要す
る経費

〔事業概要〕
　工事請負費　令和２年度　 95,216千円
　　　　　　　令和３年度　142,824千円
　　　　　　　合計　　　　238,040千円

〔事業スケジュール（予定）〕
　（新校舎等建設）
　　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）
　（旧校舎等解体）
　　令和２年度～令和３年度
　　　・旧校舎等解体工事（２ヵ年継続事業）
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令和３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 5,306千円

財源内訳

国県支出金 市債 その他 一般財源

千円
1,679

千円
3,627

〔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
　まなべこツアー業務委託料　　　　　　　　1,374千円
　あいづっこ映画から学ぶ運営協議会負担金　3,067千円

〔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

指導研究に要する経費
（地域運動部活動推進事
業）
　
10　教育費
　１　教育総務費
　　３　指導研究費

【学校教育課】

予 算 額 1,000千円

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〕
　国の「地域運動部活動推進事業」委託事業として、地域
移行を進める際の様々な課題を解消し、合同部活動を推進
するための実践・調査研究に要する経費

〔事業概要〕
　事務費等　　217千円
　報償費　　　783千円
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令和３年２月市議会定例会提出案件資料
当初

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

適応指導・教育相談事業費
　
10　教育費
　１　教育総務費
　　３　指導研究費

【学校教育課】

予 算 額 12,986千円

財源内訳

国県支出金 市債 その他 一般財源

千円
2,467

千円
24

千円
10,495

〔事業目的〕
　児童生徒並びに保護者等からの複雑・多様化する相談内
容に対応するとともに、特別な支援を必要とする児童生徒
等への相談体制の充実を図るため、スクールソーシャル
ワーカーと教育相談員の配置に要する経費

〔事業概要〕
　事務費等　　4,276千円
　報酬　　　　8,705千円
　負担金　　　　　5千円

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 21,587千円

財源内訳

国県支出金 市債 その他 一般財源

千円
7,950

千円
13,637

〔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　　　　　　　　　　　　　　　8,638千円
   学校図書館支援員報酬　　　　　　　　  6,387千円
　 学びの集団づくり等調査分析業務委託料　3,551千円
　 清掃委託料                               11千円
　 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３年２月市議会定例会提出案件資料
当初

　　　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

10　教育費
　３　中学校費
　　２　教育振興費

【教育総務課】
【学校教育課】

予 算 額 117,840千円

財源内訳

国県支出金 市債 その他 一般財源

千円
8,050

千円
109,790

〔事業目的〕
　学校のＩＣＴ機器の更新・保守管理を実施するととも
に、教職員に対するＩＣＴの総合的なサポート体制を構築
することにより、授業におけるＩＣＴ機器の効果的な活用
や教職員の負担を軽減するため、教育ＩＣＴ環境の推進に
要する経費

〔事業概要〕
　事務費等                            　95,582千円
　教育ＩＣＴ環境総合サポート業務委託料　21,050千円
　授業目的公衆送信補償金                 1,208千円

青少年健全育成事業費
（少年交流事業負担金）
　
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 600千円

財源内訳

国県支出金 市債 その他 一般財源

千円
600

〔事業目的〕
　青少年の健全育成を図るため、市子ども会育成会連絡協
議会（以下、市子連）との共催により、本市とゆかりのあ
る地域との交流事業として子ども会指導児講習会県外研修
を実施しているものであり、令和３年度に迎える市子連創
立７０周年の節目となる交流事業に要する経費

〔事業概要〕
　少年交流事業負担金　　　　　　600千円　
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令和３年２月市議会定例会提出案件資料
当初

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

あいづまちなかアートプロ
ジェクト開催経費
　
10　教育費
　５　文化費
　　１　文化振興費

【文化課】

予 算 額 12,446千円

財源内訳

国県支出金 市債 その他 一般財源

千円
8,000

千円
4,446

〔事業目的〕
　文化芸術に親しむ機会の創出と地域文化の担い手となる
人材育成を図るため、まちなかアート開催経費及び美術品
の展示スペース設置に向けたシンポジウム開催等に要する
経費

〔事業概要〕
　まちなかピナコテカ負担金　　　6,946千円　　
　会津漆の芸術祭負担金　　　　　5,500千円

赤井谷地保存整備事業費
（公有財産購入）
　
10　教育費
　５　文化費
　　２　文化財保護費

【文化課】

予 算 額 13,299千円

財源内訳

国県支出金 市債 その他 一般財源

千円
10,639

千円
2,300

千円
360

〔事業目的〕
　赤井谷地の保護及び回復を図るため、国指定文化財の指
定地内の民有地購入に要する経費

〔事業概要〕
　赤井谷地指定地内民有地購入　　13,299千円
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令和３年２月市議会定例会提出案件資料
当初

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

学校体育施設開放事業費

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 2,113千円

財源内訳

国県支出金 市債 その他 一般財源

千円
155

千円
1,958

〔事業目的〕
　社会体育振興の一環として、市内小中学校の体育館・校
庭を学校教育活動に支障がない範囲で市民に開放するため
の経費

〔事業概要〕
　管理指導員報償金　          400千円
　体育館用消耗品費等　      1,195千円
　備品購入費　　　　　　　　　518千円　　
　　　　　　　　　
〔管理員の配置〕
　新型コロナウイルス感染防止及び利用団体の責任強化
と、管理指導員の高齢化対策のため、体育館開放における
管理指導員の配置・管理から、各利用団体より「管理員」
を選出する運用方法に切り替える。

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 1,000千円

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〕
　スポーツを通した交流と地域活性化を図るとともに本市
の魅力を全国に発信するためのマラソン大会開催に要する
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 1,000千円
　　　　　　　　　　　　　　　　　
　○開催日　　令和３年10月２日（土）予定
　○会場　　　あいづ陸上競技場及び市内
　○規模　　　新型コロナウイルス感染症対策のため、規
　　　　　　　模を大幅に縮小し定員を設けて開催するこ
　　　　　　　とを検討する。　　  
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令和３年２月市議会定例会提出案件資料
当初

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

生涯学習情報提供事業費
（デジタルアーカイブ事
業）
　
10　教育費
　4　社会教育費
　　1　生涯学習推進費

【生涯学習総合センター】

予 算 額 18,663千円

財源内訳

国県支出金 市債 その他 一般財源

千円
18,575

千円
88

〔事業目的〕
　貴重な郷土資料の汚破損防止、利用者の利便性向上と
サービス充実のため、資料のデジタル化・テキスト化及び
インターネット公開に要する経費

〔事業概要〕
　デジタルアーカイブ業務委託料           18,575千円
　デジタルアーカイブ事業サーバー利用料　　　 88千円

地域学校協働本部事業費
　
10　教育費
　4　社会教育費
　　1　生涯学習推進費

【生涯学習総合センター】

予 算 額 3,833千円

財源内訳

国県支出金 市債 その他 一般財源

千円
2,557

千円
1,276

〔事業目的〕
　生涯学習総合センターにおいて、地域の方々の参画を得
て、本市の子どもたちの学びや健やかな成長を支えるとと
もに、「学校を核とした地域づくり」を目指して地域と学
校が連携・協働して実施する地域学校協働本部事業（小中
11学校の地域学校協働活動及び３カ所の放課後子ども教
室）に要する経費

〔事業概要〕
　地域学校協働本部事業費（事務費等）　　3,833千円　

〔参考〕地区公民館等による地域学校協働本部事業
地　区 事業費（千円）

中央公民館神指分館 578

北公民館 987

南公民館 1,061

大戸公民館 507

一箕公民館 1,310

東公民館 735

湊公民館 486

北会津公民館 878

河東公民館 1,239
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令和３年２月市議会定例会提出案件資料
当初

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

河東公民館管理運営費
（公民館専門員の配置）
　
10　教育費
　４　社会教育費
　　２　公民館費

　【河東公民館】

予 算 額 6,537千円

財源内訳

国県支出金 市債 その他 一般財源

千円
16

千円
6,521

〔事業目的〕
　「河東地域学校協働本部事業」について、地域と学校の
協働がより必要となるため、社会教育や学校教育の専門的
な知識や経験を有する「公民館専門員」を設置し、効果的
な事業展開を図る経費

〔事業概要〕
　事務費等　　　　　2,006千円
　公民館専門員報酬　4,531千円

　会計年度任用職員（専門員）２名を配置
　・地域と学校が連携・協力しながら、学校支援、地域づくり活動
 等を推進する
　・公民館主催事業、地域事業等の企画立案及び実施

- 13 -



令和３年２月市議会定例会提出案件資料
当初

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

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 8,480千円

財源内訳

国県支出金 市債 その他 一般財源

千円
8,480

〔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、振興作物のブランド化の推進に要する
経費

〔事業概要〕
　低コスト農業経営支援事業　　　　　　　　2,235千円
　特色ある会津米生産拡大事業　　　　　　　　812千円
　土地利用型園芸作物産地化支援事業　　　　2,150千円
　園芸産地生産力向上支援事業　　　　　　　3,283千円

農産物ブランド化・販売促
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 26,595千円

財源内訳

国県支出金 市債 その他 一般財源

千円
5,995

千円
20,600

〔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、付加価値の高い地元農産物の利用拡大によるブランド
化や販路開拓、第三者認証ＧＡＰ等の取得推進に要する経
費

〔事業概要〕
　会津若松米粉ネット負担金　　　　　　　　  300千円
　あいづの厳選米生産推進協議会負担金　　　8,000千円
　あいづ食の陣実行委員会負担金　　　　　 11,923千円
　会津みしらず柿販路拡大促進協議会負担金    200千円
　農産物販路開拓・販売促進事業負担金　    2,165千円
  会津人参生産支援事業補助金　            1,207千円
  ＧＡＰ推進補助金                          800千円
　ふくしまプライド日本酒の里確立事業補助金
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2,000千円
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令和３年２月市議会定例会提出案件資料
当初

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

農業機械施設等導入支援事
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 39,698千円

財源内訳

国県支出金 市債 その他 一般財源

千円
39,698

〔事業目的〕
　地域の中心経営体等に対し、農業経営の発展・改善を目
的とした農業用機械・施設の導入を支援するための経費

〔事業概要〕
　農業機械施設等導入支援事業補助金　39,698千円

　・担い手づくり総合支援事業（国）　　　　24,843千円
　・実り豊かなふくしまの産地整備事業（県） 2,346千円
  ・ふくしま米オール特Ａ獲得推進事業（県）12,509千円
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令和３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 37,975千円

財源内訳

国県支出金 市債 その他 一般財源

千円
24,400

千円
400

千円
13,175

〔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 事 業 費

① 堰場地区県営農業競争力強化農地整備事業負担金 2,538

② 吉ヶ平地区県営水利施設等保全高度化事業負担金 1,940

③ 鶴沼川防災ダム地区県営農村地域防災減災事業負担金 630

④ 福島地区県営農業水路等長寿命化・防災減災事業負担金 5,376

⑤ 小谷地区県営農業水路等長寿命化・防災減災事業負担金 240

⑥ 鍋沼地区県営農業水路等長寿命化・防災減災事業負担金 1,676

⑦ 佐布川地区県営農村地域防災減災事業負担金 1

⑧ 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 16,000

⑨ 会津宮川地区国営かんがい排水事業受益者償還金補助金 1,050

⑩ 鶴沼川防災ダム県直接管理負担金 3,077

⑪ 鶴沼川防災ダム協議会管理負担金 557

⑫ 太陽光発電施設固定価格買取制度調整納付金 400

⑬ 経営体育成促進事業補助金 53

⑭ 土地改良施設維持管理適正化事業補助金 120

⑮ 県単調査設計事業補助金 2,660

⑯ その他の負担金及び事務費等 1,657

計 37,975

- 16 -



令和３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 6,760千円

財源内訳

国県支出金 市債 その他 一般財源

千円
6,760

〔事業目的〕
　野生鳥獣による人身被害及び農地・農作物被害を防止す
るため、電気柵購入補助制度により、緩衝帯整備や誘因物
除去等の「生息環境管理」や侵入防止柵設置等の「被害防
除」の推進と、これらの総合的な対策を広域で実施する地
区における集落環境診断に基づく被害軽減対策に要する経
費

〔事業概要〕
　報償費　　　　　　　　　　　　　　160千円
  需用費　　　　　　　　　　　　　　100千円
　鳥獣被害防止電気柵購入補助金    6,500千円

会津地域鳥獣被害防止広域
対策推進事業費
　
６　農林水産業費
　２　林業費
　　２　林業振興費

【農林課】

予 算 額 6,529千円

財源内訳

国県支出金 市債 その他 一般財源

千円
6,529

〔事業目的〕
　ツキノワグマやイノシシなどの中・大型獣の捕獲に使用
するライフル・スラッグ弾の実射を想定した射撃場整備の
ため、会津地域鳥獣被害防止広域対策推進協議会に対する
事業費の一部負担に要する経費

〔事業概要〕
　会津地域鳥獣被害防止広域対策推進協議会負担金
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6,529千円
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令和３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
（地域おこし企業人交流プ
ログラム活用事業負担金）

７　商工費
　１　商工費
　　３　観光費

　　　【観光課】

予 算 額 11,200千円

財源内訳

国県支出金 市債 その他 一般財源

千円
11,200

〔事業目的〕
　会津若松観光ビューローにおけるＤＭＯ推進体制の強化
を図ることを目的として、国の「地域おこし企業人交流プ
ログラム」を活用し、民間企業等からの社員の派遣を受け
るための派遣元企業等に対する負担金

〔事業概要〕
　地域おこし企業人交流プログラム活用事業負担金　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11,200千円　
　〇受入人数：２名（予定）
　〇受入開始：令和３年４月（予定）

◆「地域おこし企業人交流プログラム」
　趣　旨：地方公共団体が、三大都市圏に所在する民間企
　　　　　業等の社員を一定期間受け入れ、そのノウハウ
　　　　　や知見を活かし、地域独自の魅力や価値の向上
　　　　　等につながる業務に従事してもらうプログラム
　対象者：三大都市圏に所在する企業等の社員
　期　間：６ヶ月～３年
　特別交付税措置：
　　　　　企業人の受入れ期間中に要する経費
　　　　　上限額　年間 5,600千円／人
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令和３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 37,683千円

財源内訳

国県支出金 市債 その他 一般財源

千円
37,683

〔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　　37,683千円

［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

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 79,383千円

財源内訳

国県支出金 市債 その他 一般財源

千円
79,383

〔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　　79,383千円　

［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　等
　○大戸岳山開き事業
　○歳の神事業　　　　　　　　　　　　　　　　　など
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令和３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 14,065千円

財源内訳

国県支出金 市債 その他 一般財源

千円
14,065

〔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　　14,065千円

［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
　○ＭＩＣＥ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
　　　等
　　　（※ＭＩＣＥ…会議、研修、招待旅行、学会、
　　　　　　　　　　大会、展示会等）
　○ＤＭＯ推進事業
　　　マーケティング・データ分析等による事業推進
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など
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令和３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
業委託料）

７　商工費
　１　商工費
　　３　観光費

【観光課】

予 算 額 4,422千円

財源内訳

国県支出金 市債 その他 一般財源

千円
4,422

〔事業目的〕
　東山・芦ノ牧両温泉地域の老朽化した空き旅館・ホテル
をはじめとした景観阻害要因の解消と温泉街の魅力向上に
向けて対応策の検討を行うとともに、「温泉地域景観創造
ビジョン」を作成し、それぞれの役割分担のもと温泉地域
の観光誘客及び活性化を図るための経費

〔事業概要〕
　温泉地域魅力向上推進事業委託料　　4,422千円

○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
○検討内容
　温泉地域の景観向上対策、誘客対策、関係団体との調整
　など

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、芸妓活用事業の宣伝　等
　○芦ノ牧温泉
　　・戸草平活用事業、日帰り共同温泉施設の整備　等
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令和３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 35,884千円

財源内訳

国県支出金 市債 その他 一般財源

千円
12,494

千円
23,390

〔事業目的〕
　新型コロナウイルス感染症の収束を見据え、ウィズコロ
ナに対応した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）　　　　　　　　　　 10,000千円
　〇台湾誘客促進事業委託料　　　　　　　　  800千円
　〇タイ誘客促進事業委託料（地方創生事業）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8,000千円
　〇東武軸連携外国人観光客誘客促進事業委託料
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  2,000千円
　〇サムライシティ 2020誘客促進事業委託料
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  2,000千円
　〇まちなかＷi－Ｆi維持管理委託料 　　　　709千円
　〇デジタルＤＭＯ推進事業負担金（地方創生事業）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5,272千円
　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　　　　　　　　　　　　　　　　187千円
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令和３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

予 算 額 2,701千円

財源内訳

国県支出金 市債 その他 一般財源

千円
2,701

〔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　　2,701千円　

桜咲く会津プロジェクト推
進事業費
　
７　商工費
　１　商工費
　　２　商工業振興費

【商工課】

予 算 額 6,852千円

財源内訳

国県支出金 市債 その他 一般財源

千円
6,852

〔事業目的〕
　東日本大震災後の風評払拭及び地場産品等の販路開拓に
資するため、イオン株式会社との「地域貢献協定」（平成
26年締結）を活かして実施する首都圏での物産展や商品開
発担当者等との商談会、各種研修会等の開催のため、桜咲
く会津プロジェクト実行委員会に支出する負担金

〔事業概要〕
　桜咲く会津プロジェクト実行委員会負担金　6,852千円
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令和３年２月市議会定例会提出案件資料
当初

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

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 29,844千円

財源内訳

国県支出金 市債 その他 一般財源

千円
8,628

千円
764

千円
20,452

〔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　      　　3,332千円
　イベント事業補助金　　　　　　　　　4,376千円
　人材育成事業補助金　　　　　　　　　1,375千円
　商店街空き店舗対策事業補助金　　　 17,359千円
　商店街施設維持管理事業補助金　　　　1,402千円
　チャレンジ企業応援補助金　　　　　　2,000千円
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令和３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 22,615千円

財源内訳

国県支出金 市債 その他 一般財源

千円
22,615

〔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　　22,615千円

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 3/3年目

㈱ピーアンドエム 企業立地 34 3/3年目

㈱片桐工業 企業立地 931 3/3年目

㈱会津クォーツ 企業立地 265 2/3年目

東亜電気工業㈱ 企業立地 528 1/3年目

㈱三義漆器店 企業立地 110 1/3年目

丸隆工業㈱ 企業立地 86 1/3年目

㈱エヌ・エス・シー 賃貸借型 5,000 2/3年目

㈱デザイニウム 賃貸借型 1,969 2/3年目

㈱会津ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｻｲｴﾝｽ研究所 賃貸借型 1,969 2/3年目

㈱アイザック 賃貸借型 909 2/3年目

ｾﾞﾋﾞｵｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝﾈｯﾄﾜｰｸｽ㈱ 賃貸借型 900 1/3年目

東亜電気工業㈱ 雇用 3,500 1/1年目

㈱三義漆器店 雇用 1,000 1/1年目

丸隆工業㈱ 雇用 1,000 1/1年目

ｾﾞﾋﾞｵｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝﾈｯﾄﾜｰｸｽ㈱ 雇用 3,600 1/1年目
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令和３年２月市議会定例会提出案件資料
当初

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

自立生活サポート事業費
（住居確保給付金）
　
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 17,719千円

財源内訳

国県支出金 市債 その他 一般財源

千円
13,289

千円
4,430

〔事業目的〕
　住居を失うまたは失う恐れのある離職者等（休業、減収
者を含む）に対し、早期就労、早期自立を促進するため、
家賃相当額の給付に要する経費

〔事業概要〕
　扶助費　　17,719千円

障がい者福祉総務費
（外出支援事業）　

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 9,660千円

財源内訳

国県支出金 市債 その他 一般財源

千円
9,660

〔事業目的〕
　障がいのある方の一層の社会参加を促し、外出時の経済
的負担を軽減するため、交通費の一部助成に要する経費

〔事業概要〕
　扶助費　9,660千円

　※65歳以上の身体障害者手帳3～6級を所持する常時車い
　　す利用者を助成対象に追加
　※1回あたりの利用上限額の引上げ
　　（1,500円→2,000円）
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令和３年２月市議会定例会提出案件資料
当初

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

地域生活支援事業費
（地域障がい者相談支援事
業委託料）
　
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 16,050千円

財源内訳

国県支出金 市債 その他 一般財源

千円
12,037

千円
4,013

〔事業目的〕
　障がいのある方が地域生活を行っていく上で、必要な相
談支援を提供するため、身近な地域の障がいに関する相談
窓口として「地域障がい者相談窓口」を整備する経費

〔事業概要〕
　地域障がい者相談支援事業委託料　16,050千円
　
　※３箇所に委託
　　（令和３年度に１箇所追加）

地域医療介護総合確保基金
事業補助金
　
３　民生費
　１　社会福祉費
　　３　老人福祉費

【高齢福祉課】

予 算 額 143,393千円

財源内訳

国県支出金 市債 その他 一般財源

千円
143,393

〔事業目的〕
　地域包括ケアシステム構築に資する、地域密着型サービ
ス施設を整備する法人に対する施設整備、及び開設に要す
る補助金

〔対象施設一覧〕
施設種別 公募数 補助金

認知症対応型
共同生活介護

2施設
 （定員9名×2）

82,302千円

看護小規模多機能
型居宅介護

1施設
 （宿泊定員9名）

41,151千円

定期巡回・随時対
応型訪問介護看護 

1施設 19,940千円

合計 143,393千円
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令和３年２月市議会定例会提出案件資料
当初

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

福祉・医療・防災地域連携
強化事業費
　
３　民生費
　１　社会福祉費
　　３　老人福祉費

【高齢福祉課】

予 算 額 5,436千円

財源内訳

国県支出金 市債 その他 一般財源

千円
5,436

〔事業目的〕
　福祉・医療・防災の各分野が連携し、避難行動要支援者
等に対する常時・非常時の切れ目ない支援体制を整備する
ために要する経費

〔事業概要〕
　システム導入等委託料　　5,436千円

つながりづくりポイント事
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 62,051千円

財源内訳

国県支出金 市債 その他 一般財源

千円
150

千円
61,901

〔事業目的〕
　市民の地域活動参加と、高齢者の社会参加の促進や介護
予防の推進を図るためのポイント付与事業に要する経費

〔事業概要〕
　市内在住の方が行うボランティア活動や介護予防等のた
めの活動などの実績に基づきポイントを付与し、集めたポ
イント数に応じて、サービスや商品と交換できる券の交付
により、地域における高齢者を含めたつながりづくりを推
進する。

　事務費等　　　　　　　　　　　　　　　80千円
　つながりづくりポイント事業委託料　61,971千円
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令和３年２月市議会定例会提出案件資料
当初

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

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 2,664,423 千円

財源内訳

国県支出金 市債 その他 一般財源

千円

2,056,942

千円

607,481

〔事業目的〕

　生活保護受給者に対し、最低限度の生活を保障するとと

もに自立を助長することを目的とする経費

〔事業概要〕

　扶助費　　2,664,423 千円

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 71,699千円

財源内訳

国県支出金 市債 その他 一般財源

千円
26,346

千円
45,353

〔事業目的〕
　夜間・休日等の初期救急体制整備のための市夜間急病セ
ンターの運営に要する経費

〔事業概要〕
　事務費等　　　          　　18,215千円
  施設管理等委託料　       　　1,425千円
　検査等委託料　　　　　　 　　5,993千円
　産業廃棄物処理等委託料　 　　　476千円
　診療等委託料　　　　　　　　45,365千円
　医療情報システム運営負担金　　 225千円
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令和３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 3,389千円

財源内訳

国県支出金 市債 その他 一般財源

千円
3,389

〔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、市民に分かりやすく、ごみの全般にわたる
情報を提供するなど、ごみの見える化推進に要する経費

〔事業概要〕
　事務費等　　　　　　　2,234千円
　チラシ配布等委託料　　1,155千円

一般公園管理費
（景観改善推進事業）
　
８　土木費
　４　都市計画費
　　４　公園費

【まちづくり整備課】

予 算 額 25,000千円

財源内訳

国県支出金 市債 その他 一般財源

千円
8,300

千円
15,000

千円
1,700

〔事業目的〕
　公園や緑地内の老朽化した噴水、見通しの悪い生垣、土
留めを撤去し、芝生化するなど、公園利用者や通行者の安
全、安心の確保と修景的な整備を行い、景観的な改善を図
るために要する経費

〔事業概要〕
　工事費　　25,000千円
　　大町中央公園修景工事外１工事
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令和３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 28,457千円

財源内訳

国県支出金 市債 その他 一般財源

千円
28,400

千円
57

〔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　　　28,457千円

〔事業内容〕
 〇会津鉄道分　　　　　　　　　 　　　　18,449千円
 〇野岩鉄道分　　　　　　　 　　  　　　10,008千円

地域公共交通活性化事業費
（地域公共交通会議負担
金）
　
２　総務費
　１　総務管理費
　　８　企画費

【地域づくり課】

予 算 額 3,500千円

財源内訳

国県支出金 市債 その他 一般財源

千円
3,500

〔事業目的〕
　市民生活に必要な移動手段を確保・維持するため、地域
住民や交通事業者を含めた関係者との連携のもと、持続可
能な交通体系を構築していくための協議、調整機能等の役
割を担う地域公共交通会議の運営や公共交通の利用促進、
公共交通計画策定等に要する経費

〔事業概要〕
　地域公共交通会議負担金　　　　　　　　3,500千円
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令和３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
（湊地域内交通運行事業補
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 2,000千円

財源内訳

国県支出金 市債 その他 一般財源

千円
2,000

〔事業目的〕
　公共交通空白地有償運送の登録を目指し、NPO法人みん
なと湊まちづくりネットワークが主体となり運行する地域
内交通「みなとバス」の運行の支援に要する経費

〔事業概要〕
　湊地域内交通運行事業補助金　　　　　　2,000千円
　

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 3,570千円（北会津）

財源内訳

国県支出金 市債 その他 一般財源

千円
3,570

予 算 額 3,463千円（河東）

財源内訳

国県支出金 市債 その他 一般財源

千円
3,171

千円
292

〔事業目的〕
　北会津及び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
の移動手段を確保するための、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　　　　　　　　　　　　　　122千円
（河東）
　河東地域内交通運行事業補助金　　　3,171千円
　事務費等　　　　　　　　　　　　　　292千円
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令和３年２月市議会定例会提出案件資料
当初

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

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 36,798千円

財源内訳

国県支出金 市債 その他 一般財源

千円
36,798

〔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　　36,798千円
　（湊町大字共和字西田面二ツ家地区、一箕町大字金堀地
　　区）
　

宅地耐震化推進事業費
（大規模盛土造成地変動予
測調査業務委託料）

８　土木費
　４　都市計画費
　　１　都市計画総務費

【開発管理課】

予 算 額 11,500千円

財源内訳

国県支出金 市債 その他 一般財源

千円
5,750

千円
5,750

〔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、地質調査や安定計算を行う経費

〔事業概要〕
　大規模盛土造成地変動予測調査業務委託料　11,500千円

- 33 -



令和３年２月市議会定例会提出案件資料
当初

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

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 10,667千円

財源内訳

国県支出金 市債 その他 一般財源

千円
5,107

千円
5,560

〔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
にとって快適な生活環境の実現と、頻発・激甚化する自然
災害に対応した安心・安全なまちづくりを進めるための、
立地適正化計画を策定する経費

〔事業概要〕
　事務費等　　　　　　　　　　　　　　　　 667千円
　立地適正化計画策定業務委託料　　　　　10,000千円
　

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】

予 算 額 46,588千円

財源内訳

国県支出金 市債 その他 一般財源

千円
24,750

千円
19,200

千円
2,638

〔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

・物件調査等委託料　　5,438千円
・工事費　            4,000千円
・用地費　            8,650千円
・補償費　           28,000千円
・事務費等              500千円
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令和３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

【道路課】

予 算 額 135,850千円

財源内訳

国県支出金 市債 その他 一般財源

千円
88,800

千円
260

千円
46,790

〔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　　135,850千円

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

【道路課】

予 算 額 24,000千円

財源内訳

国県支出金 市債 その他 一般財源

千円
12,000

千円
10,800

千円
1,200

〔事業目的〕
　道路舗装の老朽化による損傷箇所を早期に補修し、通行
の安全確保を図るための経費

〔事業概要〕
　工事費　　　24,000千円
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令和３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

【道路課】

予 算 額 78,000千円

財源内訳

国県支出金 市債 その他 一般財源

千円
42,900

千円
20,200

千円
14,900

〔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）　38,000千円
　工事費　　　　　　　　　　　　　　　 40,000千円　

市道舗装整備事業費
（工事費）

８　土木費
　２　道路橋りょう費
　　３　道路新設改良費

【道路課】

予 算 額 64,300千円

財源内訳

国県支出金 市債 その他 一般財源

千円
57,800

千円
6,500

〔事業目的〕
　市民生活に密着した市道の舗装新設等の整備を行い、交
通安全の確保と生活環境の改善を計画的に進めるための経
費

〔事業概要〕
　工事費　　　64,300千円
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令和３年２月市議会定例会提出案件資料
当初

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

溢水対策事業費
　
８　土木費
　３　河川費
　　２　河川整備事業費

　　【都市計画課】
　　【道路課】

予 算 額 65,700千円

財源内訳

国県支出金 市債 その他 一般財源

千円
59,700

千円
6,000

〔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〕

【都市計画課】

　委託料（測量設計業務）　　　 14,900千円

　工事費　　　　　　　　　　　 20,000千円

【道路課】

　委託料（測量設計業務）　　　  7,800千円

　工事費　　　 　　　　　　　　23,000千円

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

【道路課】

予 算 額 31,000千円

財源内訳

国県支出金 市債 その他 一般財源

千円
19,800

千円
11,200

〔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　　　31,000千円
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令和３年２月市議会定例会提出案件資料
当初

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

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

【道路課】

予 算 額 654,376千円

財源内訳

国県支出金 市債 その他 一般財源

千円
103,869

千円
18,000

千円
40,007

千円
492,500

〔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

〔事業概要〕
　事務費等　　　　　　　　159,761千円
　委託料　　　　　　　　　431,314千円
　工事費　　　　　　　　　  7,000千円
　備品購入費　　　　　　　 53,700千円
　負担金補助及び交付金　　　2,601千円

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　
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令和３年２月市議会定例会提出案件資料
当初

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

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 79,387千円

財源内訳

国県支出金 市債 その他 一般財源

千円
72,000

千円
7,387

〔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　　　　　　　　　　1,200千円
　工事費　　　　　　　　 　　 8,790千円
　消防ポンプ自動車等購入費   37,646千円
　消火栓新設等負担金　　　　 31,751千円

防災対策費
（災害時電話発信サービス
経費）
　
９　消防費
　１　消防費
　　５　防災諸費

【危機管理課】

予 算 額 1,454千円

財源内訳

国県支出金 市債 その他 一般財源

千円
1,454

〔事業目的〕
　災害が想定される地域に居住する携帯電話を所有してい
ない高齢者等へ避難情報等を伝達するための災害時電話発
信サービスの導入及び運用に要する経費

〔事業概要〕
　サービス導入経費：440千円
　サービス運用経費：647千円
　事務費等：367千円
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令和３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 6,500千円

財源内訳

国県支出金 市債 その他 一般財源

千円
6,500

〔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」や「グローバル人材育成事
業」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　　6,500千円

地域振興費
（地域づくりビジョン推進
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 3,400千円

財源内訳

国県支出金 市債 その他 一般財源

千円
3,400

〔事業目的〕
　地域コミュニティの活性化を図るため、地域で暮らす人
を中心に、地域課題の解決に向けた取組を持続的に実践す
る地域づくり活動団体の活動の支援に要する経費

〔事業概要〕
　地域づくりビジョン推進事業補助金　　3,400千円
　〇補助対象者：地域住民を主な構成員とし、地域住民自
　　らが主体となって活動する団体
　〇補助対象事業及び補助金額
　　・地域づくりビジョン（地域課題解決に向けた方策を
　　　定めた計画）に定められた事業　上限1,000千円
　　・地域づくりビジョン策定事業（ビジョン策定に至る
　　　前段階の事業も含む）　上限200千円
　〇補助対象経費：臨時雇用者の賃金、報償費、旅費、
　　委託料、需用費、役務費

〔参考〕地域による支援制度の違いを解消し、全市統一的
　　な制度により地域づくり活動団体の組織づくりを推進
　　していくため、以下の補助金等を統合
　・地域活動事業負担金（企画調整課）
　・集落支援員を活用した地域づくり支援事業補助金（地
　　域づくり課）
　・市民協働地域づくり委員会負担金（北会津支所まちづ
　　くり推進課・河東支所まちづくり推進課）
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令和３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 102,273千円

財源内訳

国県支出金 市債 その他 一般財源

千円
62,800

千円
36,445

千円
3,028

〔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」に基づいた庁舎整備を進め
　ていくための設計業務及び施工予定者との技術協議等に
　要する経費

〔事業概要〕
　事務費等                　　　         5,175千円
　庁舎整備設計業務委託料　　　　　　　　57,790千円
　庁舎整備実施設計技術協力及び調査業務委託料
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　8,580千円
  庁舎整備コンストラクションマネジメント業務委託料
       　　　　　　　　　　　　　 　　　30,250千円
　その他委託料　　　　　　　　  　　　　　 478千円

〔債務負担行為〕
　名　称　庁舎整備実施設計技術協力及び調査業務委託
　期　間　令和３年度から令和４年度まで
　限度額　28,610千円
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令和３年２月市議会定例会提出案件資料
当初

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

情報ネットワーク基盤整備
事業費
（庁舎間ネットワーク再構
築に係る経費）
　
２ 総務費
　１ 総務管理費
　　３ 情報管理費

【情報統計課】

予 算 額 44,650千円

財源内訳

国県支出金 市債 その他 一般財源

千円
20,720

千円
23,930

〔事業目的〕
　庁舎間ネットワークを構成する光ケーブルの老朽化が進
んでいることから、仮庁舎への移転のタイミングで接続方
式の見直し等により情報通信基盤の再構築を行うために要
する経費

〔事業概要〕
　事務費等　　　　　　　　　　23,930千円
　システム設定等委託料　　　　20,720千円
　（民間回線への移行による再構築）

庁舎管理費
（仮庁舎整備関連経費）
　
２　総務費
　１　総務管理費
　　７　財産管理費

【総務課】

予 算 額 98,909千円

財源内訳

国県支出金 市債 その他 一般財源

千円
98,909

〔事業目的〕
　現庁舎敷地への庁舎整備に伴い、必要となる仮庁舎の整
備を図るため、仮庁舎として使用する施設の改修等工事及
び他施設設備の撤去・運搬委託に要する経費

〔事業概要〕
　追手町第二庁舎改修等工事費　　　　　　　96,473千円
　栄町第二庁舎間仕切り壁設置工事費        　 490千円
　電気空調設備撤去運搬業務委託料　　　　 　1,946千円
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令和３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３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３年２月市議会定例会提出案件資料
当初

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

コミュニティセンター運営
費
（行仁コミュニティセン
ター改修工事）
　
２　総務費
　１　総務管理費
　　15　諸費

【環境生活課】

予 算 額 25,250千円

財源内訳

国県支出金 市債 その他 一般財源

千円
23,900

千円
1,350

〔事業目的〕
　行仁コミュニティセンターの老朽化の解消を図るととも
に、利用者が快適に地域コミュニティ活動を行える施設環
境を整備するための改修工事に要する経費

〔事業概要〕
　工事費　　　　　　25,250千円

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
　　　　

【まちづくり整備課】

予 算 額 1,142千円

財源内訳

国県支出金 市債 その他 一般財源

千円
1,142

〔事業目的〕
　会津若松駅前都市基盤整備事業において、基本協定締結
に向けた関係者等との協議に要する経費

〔事業概要〕
　事務費等　1,142千円
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令和３年２月市議会定例会提出案件資料
当初

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

未来の働き方創造事業費
　
２　総務費
　１　総務管理費
　　２　人事管理費

【人事課】

予 算 額 12,260千円

財源内訳

国県支出金 市債 その他 一般財源

千円
12,260

〔事業目的〕
　人材の確保が困難になる社会において、求められる行政
サービスを提供し続けることを目指し、職員一人ひとりが
生産性の高い働き方を実現するための業務改革を推進する
経費

〔事業概要〕
　外部の専門機関の知見を活用しながら、業務の性質が異
なる職場を抽出してそれぞれの職場特性に合わせた業務見
直しを行う。

　事務費等　　　　　　　　　　　　　　42千円
　働き方改革推進支援業務委託料　　12,000千円
　外部研修参加負担金　　　　　　　　 218千円

障がい者就労支援事業費
　
２　総務費
　１　総務管理費
　　２　人事管理費

【人事課】

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
2,974

〔事業目的〕
　障がいのある職員が安心して働ける環境を整えることに
より、障がい者雇用の推進を図るための会計年度任用職員
の任用に要する経費

〔事業概要〕
　障がい就労支援員による支援を通じ、障がいのある職員
の就労面でのサポートを行う。　
　　
　障がい者就労支援員報酬　2,173千円
　事務費等　　　　　　　　　801千円
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令和３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 7,519,165千円

財源内訳

国県支出金 市債 その他 一般財源

千円
5,956

千円
7,513,209

〔事業目的〕
  令和３年１月１日現在に在職する職員をもとにした令和
３年度に見込まれる人件費の予算措置

〔事業概要〕
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   　　　　１６，７７７千円

    共済費   　　　　  ８，２７９千円

      合　計 　　　　　６０，２４０千円　･･･（Ａ）

２　一般職　891名分

    給料 　　３，４８４，９０３千円

    職員手当等   　２，８２４，４４１千円

　　共済費   　１，１４９，５８１千円

      合　計 　　７，４５８，９２５千円　･･･（Ｂ）

 （Ａ）+（Ｂ） ＝ ７，５１９，１６５千円　･･･（Ｃ）

（参考）　　

　Ⅰ 特別会計分　60名分

　（※水道事業会計・下水道事業会計除く）　

　　給料 　  　　２３９，６０４千円

　　職員手当等  　　　１５４，４４７千円

　　共済費   　　　　８１，２３５千円

      合　計 　　　　４７５，２８６千円　･･･（Ｄ）

　Ⅱ　一般会計 + 特別会計

 （Ｃ）+（Ｄ） ＝ ７，９９４，４５１千円
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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 6,088 千円

2 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

3 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 13,500 千円

4 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

5 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

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
　　　　　　　　　　　　　　　　 　588千円
　・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　  　5,500千円

〔財源〕
　国庫支出金　 　　　　　　 3,044千円

〔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フォームによる申請書作成支援サービスなどの連携するサービスも
一体的に提供することで、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、子どもたちやそ
の保護者などの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
　　　 　　　　　　　　　　　　13,500千円

〔財源〕
　国庫支出金　 　　　　 　6,750千円

〔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〕

　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について、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
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6 事業名 地域振興費　（定住コネクトスペース事業） 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 7,770 千円

7 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

8 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

9 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 7,390 千円

10 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 5,272 千円

〔事業概要〕

　　定住・二地域居住を推進するため、移住相談を中心に移住希望者や
移住者、テレワーク・ワーケーション実践者と、市内の様々な事業者（ＮＰ
Ｏ・地域活動団体、企業）との交流・連携を創出する場や、サテライトオフ
ィスやシェアオフィス機能を有する「定住コネクトスペース」を設置・運営す
る。

〔経費内訳〕
　・定住・二地域居住推進協議会
　　負担金　　　　　　　　　7,770千円

〔財源〕
　国庫支出金　 　　　　　2,898千円
　　　　　　　

〔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、新型コロナウイルス感染症の収束後を見据え、増加傾向にあっ
た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〕

　持続可能な地域公共交通の実現を目指し、高齢者や観光客等の移動
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取り
組むとともに、その運用を通して収集したデータ分析・活用を図る。

〔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

〔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、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　　　　7,390千円

〔財源〕
　国庫支出金　 　　　　　　3,695千円

〔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
　　　　　　　　　　　　　   　　 5,272千円

〔財源〕
　国庫支出金　 　　　　　　 2,636千円
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11 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

12 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

13 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 10,000 千円

14 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

〔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

〔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　　     　 10,000千円

〔財源〕
　国庫支出金　 　　　　　　5,000千円

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、教育ポータルサイト「あいづっこWeb」のバージョンアップ等に取り
組み、学校と家庭のコミュニケーションのさらなる強化を図る。

〔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〕
　
　結婚希望者を対象に、自信を持って婚活に取り組んでもらうとともに婚
活・結婚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〕
　・結婚支援事業プロポーザル選考
　　委員報償費　　　   　　　　   28千円
　・結婚支援事業委託料　　1,000千円

〔財源〕
　県補助金　 　　　　　　 　　 　500千円
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【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 3,200 千円

【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

3 事業名 企業誘致促進事業費（サテライトオフィス誘致事業） 企業立地課

事業費 ７款 商　工　費 １項 商　工　費 ２目 商工業振興費 1,350 千円

4 事業名 スマート農業推進事業費（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 20,000 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　 3,200千円

〔財源〕
　県補助金　　　　　　　　2,400千円

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等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

〔事業概要〕

　更なるICT関連産業の集積のため、首都圏から一部機能移転等を検討
する企業に対して、「お試し型のサテライトオフィス」を提供する。

〔経費内訳〕
　・事務費等                  355千円
　・施設管理等委託料     995千円

〔財源〕
　使用料等　　　　　　    1,325千円

〔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　　　　　　　   　 6,000千円
　・スマートアグリ実証事業
　　補助金　　　　　　　   　14,000千円



令和３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　　　　　1,876,699千円
県支出金　　　　　　　　8,037,957千円
繰入金　　　　　　　　　1,475,215千円
その他　　　　　　　　　 　57,598千円
　　　　　 　　　　計　11,447,469千円

歳　出

総務費                    359,741千円
保険給付費　　　　　　　7,961,024千円
国民健康保険事業費納付金
　　　　　　　　　　　　2,957,599千円
保健事業費　　　　　　　　130,718千円
その他　　　　　　　　　　 38,387千円
　　　　　　　　 　計　11,447,469千円

〔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

観光施設事業特別会計

【観光課】
　　

歳　入

事業収入　　　　　　　　　48,362千円
使用料及び手数料　　　　　　 383千円
財産収入　　　　　　　　　　　39千円
寄附金　　　　　　　　　　　　 1千円
繰入金　　　　　　　　　　10,739千円

繰越金　　　　　　　　　　 3,000千円
諸収入　　　　 　　　　　　6,989千円
　　　　　　　　　　　計　69,513千円

歳　出

総務費　　　　　　　    　16,671千円
若松城天守閣費　    　　　27,219千円
若松城整備費    　　　　　17,885千円
麟閣費　　　　   　　　　　2,006千円
駐車場費　　　   　　　　　1,408千円
公債費　　　　　　　　　　 1,038千円
予備費　　　　　 　　　　　3,286千円
　　　　　　　　　　　計　69,513千円

〔概要〕
　天守閣長寿命化工事実施設計委託、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、若松城整備等基金繰入金、諸収入等を財
源として措置
○天守閣長寿命化工事実施設計委託　　　10,220千円
○史跡若松城跡ライトアップ委託経費　　15,902千円
 ・春季ライトアップ委託料　　　    　（9,901千円）
 ・秋季ライトアップ委託料　　　　　  （6,001千円）
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令和３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　　　　　77,061千円
　繰越金　　　　　 3,000千円
　雑入　　　　　　    58千円
　　　　　　 計　 80,119千円

歳　出

　総務管理費　　  77,348千円
　公債費　　　         2千円
　予備費　　　　   2,769千円
　　　　　   計　 80,119千円

〔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、施設の改修等に要する経費が主なるものであり、使用
料等を財源として措置

扇町土地区画整理事業特別
会計

【開発管理課】
　　

歳　入

　使用料及び手数料　　　　　   37 千円
　繰入金　　　　　　　　　470,341 千円
　繰越金　　　　　　　　　 80,000 千円
　諸収入　　　　　　　　　 22,623 千円
　　　　　　　　　　　計　573,001 千円

歳　出

　土地区画整理事業費      
　　（一般管理費）　　　　 53,533 千円
　　（事業費）　　　　　　 96,952 千円
  公債費　　　　　　 　　 419,516 千円
  予備費　　　　　　　　　　3,000 千円
　　　　　　　　　　　計　573,001 千円

〔概要〕
　換地計画業務委託に要する経費が主なものであり、一般
会計繰入金、保留地処分金等を財源として措置
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令和３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　　　　　　2,584,089千円
　国庫支出金　　　　3,134,947千円
　支払基金交付金　　3,280,829千円
　県支出金　　　　　1,853,839千円
　一般会計繰入金　　2,057,900千円
　その他　　　　　　　　1,322千円
　　　　　　 　計　12,912,926千円

歳　出

　一般管理費　　　　　187,239千円
　賦課徴収費　　　　　　9,566千円
　介護認定審査会費　　103,400千円
　運営協議会費　　　　　　651千円
　保険給付費　　 　11,637,664千円
　地域支援事業費　　　814,440千円
　その他　　　　　　　159,966千円
　　　　　　 　計　12,912,926千円　

〔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
主なるものであり、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

三本松地区宅地整備事業特
別会計

【都市計画課】
歳　入

　繰越金　　　　　109,665千円　
　　　　　　　　計109,665千円

歳　出
　宅地整備事業費　　1,455千円
　予備費　　　　　108,210千円
　　　　　　　　計109,665千円

〔概要〕
　三本松地区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
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令和３年２月市議会定例会提出案件資料
当初

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

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　  1,021,292千円
繰入金　　　　　　　　　　376,490千円
その他　　　　　　　　　　　6,397千円
　　　　　　　　　　計　1,404,179千円

歳　出

総務費　　　　　　　　　 　48,047千円
後期高齢者医療広域連合納付金
　　　　　　　　　　　　1,351,066千円
諸支出金                    4,066千円
予備費　　　　　　　　　　　1,000千円　
　　　　　　　　　　計　1,404,179千円

〔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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