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会津若松市
令和４年度予算
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令和４年度 一般会計予算

５２４億８８００万円
（対前年度比 +50億9500万円、+10.8％）



第７次総合計画

政策目標 政策

１ 未来につなぐひとづくり
１ 次代を創る子どもたちの育成

２ 生涯にわたる学びと活躍の推進

２ 強みを活かすしごとづくり
３ 生活の基盤となる仕事の創出

４ 地域の個性を活かした賑わいと魅力の創出

３ 安心、共生のくらしづくり
５ 健やかで思いやりのある地域社会の形成

６ 人と豊かな自然との共生

４ 安全、快適な基盤づくり
７ 災害や危機への備えの強化

８ 地域の活力を支える都市環境の維持

５ 豊かで魅力ある地域づくり
９ ひとの力を活かした地域活力の創造・再生

10 社会の変化に対応した行財政運営
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【一般会計】
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款 金額

議会費 385,271

総務費 9,762,518

民生費 20,997,410

衛生費 4,041,543

労働費 60,750

農林水産業費 1,489,729

商工費 1,640,573

土木費 4,352,290

消防費 1,771,046

教育費 3,830,561

災害復旧費 759

公債費 4,055,550

予備費 100,000

合計 52,488,000

単位：千円

款 金額

市税 15,308,000

地方交付税 9,925,400

地方消費税交付金 3,021,200

国庫支出金 8,767,354

県支出金 4,310,629

繰入金 2,039,822

市債 5,695,800

その他 3,419,795

合計 52,488,000

◯歳入予算 ◯歳出予算 単位：千円
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【政策目標１】未来につなぐひとづくり

（予算額）1億5165万円
学校の授業におけるICT機器の効果的な活用や、教職員の負担を
軽減するための総合的なサポート体制の構築

教育ICT環境推進事業費

（予算額）6100万円
新型コロナウイルス感染症や少子化への対応として、最前線で活躍
する保育士・幼稚園教諭等の賃金改善

保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業補助金

令和４年度予算の主な内容
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【政策目標２】強みを活かすしごとづくり

（予算額）1305万円
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・
スラッグ弾の射撃場整備のための負担金

会津地域鳥獣被害防止広域対策推進事業費

（予算額）2689万円
中小企業及び小規模企業者の活力ある持続的な成長発展のため、
空き店舗対策、人材育成、新製品の開発等に挑戦する事業を支援

中小企業及び小規模企業振興補助金

令和４年度予算の主な内容
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【政策目標３】安心、共生のくらしづくり

（予算額）5130万円
保護者の子育てと就労の両立を支援するため、
病気で集団保育が困難な児童を預かる病児保育施設の整備を支援

病児保育施設整備交付金

（予算額）548万円
燃やせるごみの排出量削減の目標を令和７年度までに達成するため、
分別と減量の説明会、事業系ごみの調査、ごみ分別運動の実施

緊急減量化対策事業費

令和４年度予算の主な内容
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【政策目標４】安全、快適な基盤づくり

（予算額）924万円
令和４年度中に復旧工事が完了し運行が再開されるＪＲ只見線
会津川口～只見間の鉄道施設等の維持管理のための負担金

地域公共交通活性化事業費（只見線維持管理費負担金）

（予算額）4億4655万円
幹線道路や都市計画街路の整備のほか、市民生活に密着した道路、
側溝、橋梁の安全な通行を確保をするための補修・改修

道路橋梁整備

令和４年度予算の主な内容
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【政策目標５】豊かで魅力ある地域づくり

（予算額）2180万円
県立病院跡地の利活用について、機能や施設の整備・運営等に
民間の資金や経営能力、技術的能力の活用可能性を検討

まちの拠点整備事業費

（予算額）39億5942万円
情報や防災、市民サービスの拠点として、また、市民生活を支える
中心施設として、市役所新庁舎を整備（継続費１年目）

庁舎建設等事業費（４～６年度継続）

令和４年度予算の主な内容
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新型コロナウイルス感染症対策



新型コロナウイルス感染症対策
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地方創生臨時交付金活用事業

計31事業 4億2294万円
（主な内容）医療従事者宿泊支援事業 252万円

家庭系ごみ収集運搬業務継続支援事業 546万円

飼料用米緊急転換推進事業 7251万円

会津ＳＡＫＥガチャプロジェクト事業 2637万円

プレミアム商品券事業 1億3610万円

鶴ヶ城誘客促進事業 4375万円

防災対策費（災害用備蓄品購入） 2375万円

収蔵美術品デジタル化関連経費 189万円

新型コロナウイルスワクチン接種事業
３回目ワクチンの接種等に要する経費 3億5940万円
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地方創生



地方創生事業
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地方創生事業
デジタル未来アート事業 1400万円 スマート農業推進事業 2000万円

デジタル情報プラットフォーム
整備事業

1035万円
会津大学地域教育研究等
支援事業

500万円

地域内進学促進事業 153万円 オンライン診療推進事業 550万円

シビックプライド向上移住促進
プロジェクト

532万円 地域とつながる教育支援事業 330万円

新モビリティサービス推進事業 500万円 結婚支援事業 106万円

定住コネクトスペース事業 831万円 移住支援事業 1160万円

計 12 事業 9097万円



【特別会計】 ※企業会計（法適用）を除く
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名称 予算額 前年度比 主な経費

国民健康保険 10,975,504 ▲471,965 保険給付費

観光施設事業 497,948 428,435
天守閣展示リニューアル
天守閣長寿命化工事

地方卸売市場事業 80,680 561 指定管理料

扇町土地区画整理事業 561,137 ▲11,864 換地計画業務

介護保険 12,907,222 ▲5,704 保険給付費

三本松地区宅地整備事業 108,546 ▲1,119 維持管理費

後期高齢者医療 1,513,658 109,479 広域連合納付金

単位：千円
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会津若松市
デジタルアーカイブの公開について
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新型コロナウイルス
ワクチン接種について



新型コロナウイルスワクチン接種について

(1)保育所・幼稚園・学校等の教職員への

早期接種について

(2)小児への接種について

(3)ワクチン３回目接種について
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早期接種について

①保育所、幼稚園の教職員
②学校の教職員 等

対象者

対象者数

約2,100人
（令和3年8月に2回目を接種完了）
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早期接種について

日程

日 程：令和４年２月２４日（木）～

概ね３月２１日（月）まで
会場

個別接種：市内医療機関

集団接種：会津大学
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小児への接種について

対 象

接種日に５歳～11歳の方（約6,500人）
（平成22年4月2日～平成29年4月1日生まれ）

接種方法

ワクチンの種類：ファイザー社小児用ワクチン

接種回数：２回

接種会場 市内４医療機関
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小児への接種について

予約方法

対象 接種券
発送日

予約
開始日

○日常的に医療的ケアが必要なお子さん
○身体障害者手帳、精神障害者手帳、療育手帳、小
児慢性特定疾病受給者証を所持しているお子さん

2月25日
（金）

３月１日
（火）

○基礎疾患のあるお子さん
○平成22年4月・5月生まれのお子さん

３月１日
（火）

３月５日
（土）

○上記以外のお子さん ３月１日
（火）

３月９日
（水）

オンライン予約または予約専用ダイヤルにて予約

接種開始日 ３月10日（木）



ワクチン３回目接種について

コールセンターでの電話予約は、
午前９時～１０時台が混み合う傾向があります
時間帯をずらしてお電話お願いします
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1月27日

高齢者予約開始 １月20日
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