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Ⅰ 平成１７年度行政評価の概要 

 

１．平成１７年度行政評価の基本的考え方 

  今年度の行政評価については、北会津村との合併を踏まえ、新市としての全施策・

全事務事業の評価を通して、長期総合計画の進行管理・検証を行い、さらには行財

政の再建を図り、今後の市政運営の重点化・戦略化を進めるとともに、次年度に向

けた予算の総枠配分に連携させることを目標とした。 

   

２．施策体系のとりまとめ  

    合併後の新市としての全施策・全事務事業を評価するところから、第５次会津若

松市長期総合計画の政策を踏まえた施策体系をとりまとめることとし、体系表に位

置付けられた施策・事務事業を、行政評価の対象として取り組むこととした。 

    その際、旧北会津村から引き継いだ事務事業についても、施策体系に位置付けた

ところである。 

 

  ３．評価の取り組み 

⑴ 評価主体 

評価主体は、施策・事務事業に最も精通している各部を基本とし、「経営戦略会

議」において最終決定した。 

 

⑵ 評価方法 

① 施策評価 

施策評価については、施策における成果目標を設定し、それに対する達成度

を検証することにより評価を行いながら、各部における施策の優先度を明らか

にするものとし、あわせて施策を構成する事務事業について、休止・廃止・終

了などポイントとなる事務事業の検討を行い、施策内における事務事業の優先

順位の確認を行うこととした。 

 

    ② 継続事務事業評価 

      施策評価と同じく成果目標を設定し、それに対する達成度をみながら各部マ

ネジメントによるゼロベースからの評価・検証を行い、次年度における事務事

業の重点化・戦略化を図ることとした。 
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    ③ 新規事務事業評価 

      次年度取り組むこととする新規事務事業については、事務事業のスクラップ

アンドビルドが前提であり、有効性・必要性等を施策における他の既存事務事

業と比較しながら判断した。 

   

   ４．外部評価の取り組み 

今年度は、行政内部のみの評価だけではなく、第三者の視点による評価の客観

性・信頼性・公平性を確保する観点から、最終評価の前段に外部評価に取り組み、

その結果を最終評価の参考としたところである。 

外部評価の結果については、別冊「平成１７年度外部評価結果報告書」のとお

りである。 

 

５．実施体制と実施スケジュール 

今年度の評価実施体制及びスケジュールについては、次のとおりである。 

 各部評価 外部評価 経営戦略会議 

  実施機関 

 

実施時期 

主管部課  行政評価推進会議 

（※１） 

経営戦略会議（※２） 

５月 各部評価実施   

６～７月 

  

 

外部評価委員選任 

・行政評価推進会議にお

ける各部ヒアリング 

・経営戦略会議における

外部評価対象選定 

８月  外部評価実施  

９月    

１０月 
  経営戦略会議において

最終評価決定 

１１月 行政評価結果全体公表 

※１ 三役、企画政策部長、総務部長で構成 

※２ 三役、教育長、水道事業管理者、各部長等で構成 

    今年度の行政評価については、１０月に最終評価が決定したところであるが、今

後、その評価結果を踏まえ、総枠配分方式による予算編成において、最終調整を行

い、次年度の事業構築を図るものである。 



 

 ３

    なお、今後の社会経済情勢の変化や緊急課題の発生など、新たな行政ニーズや緊

急に対応が必要とされる事業等が生じた場合には、別途市としての意思決定を行っ

たうえで、対応するものである。 

 

６．評価の実施 

⑴ 評価の区分 

① 施策評価 

施策の目的に対し、どのような成果が上がったかを、成果指標の達成度や

施策目的への貢献度、施策を達成するための手段などを基本として総合的に

評価した。評価については、「拡充・維持・縮小」のいずれかを明示し、その

所見を記載した。 

 

② 事務事業評価 

継続事業については、上位の施策目的達成のための手段として、事務事業

がどのような活動を行い、かつ成果を上げているかを判断するため、活動指

標及び成果指標の達成状況と、事業の有効性・公共性・効率性・必要性の視

点から総合的に評価した。 

評価結果に基づく今後の当該事務事業のあり方については、「拡充・維持・

縮小・統合再編・休止・廃止・終了」のいずれかを明示し、その所見を記載

した。 

また、新規事業についても、施策目的実現に対する貢献度等を考慮しなが

ら、行政関与の妥当性・必要性・公平性の視点から「Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ・Ｅ」

の５段階評価を行い、その所見を記載した。 

 

⑵ 評価基準 

① 施策評価基準 

評価 考え方 

拡充 

施策として政策実現への貢献度が認められる場合において、成果指標

の推移や施策を取り巻く環境から、今後も拡充すべきと判断される場

合 

維持 

施策として政策実現への貢献度が認められる場合において、成果指標

の推移や施策を取り巻く環境が安定しており、今後も現状を維持すべ

きと判断される場合 

縮小 
施策を取り巻く環境の変化などから施策の必要性や成果指標が下降

しており、政策への貢献度が低く、今後縮小すべきと判断される場合

 



 

 ４

 

② 継続事業評価基準 

評価 考え方 

拡充 
事業実施にあたり、事業の推移・内容等から事業の拡充を図る

べきと判断される場合 

維持 
事業の推移、有効性、効率性等から今後も維持すべきと判断さ

れる場合 

縮小 
事業実施にあたり、事業の推移・内容等から事業の縮小を図る

べきと判断される場合 

統合・再編 

事業実施にあたり、事業の内容が同様のものがあり、事業の統

合を図るべきと判断される場合又は事務事業の再編を図るべ

きと判断される場合 

休止 
財政上の理由や事業を取り巻く環境等から一時的に事業実施

を中止する場合 

廃止 

社会経済状況の変化により、市民ニーズが薄れている場合又は

事業の必要性はあるものの、行政関与の必要性が薄れ、民間等

において必要なサービスを提供することが、効率的・効果的に

サービス提供が可能な場合。 

終了 

（終期到来） 
事業そのものの目的が終了したと判断される場合 

 

③ 新規事業評価基準 

評価 考え方 

Ａ 市の事務事業として重点的に実施すべき事務事業 

Ｂ 事務事業の精度を高め、新年度に実施すべき事務事業 

Ｃ 
必要性は認められるが、事務事業の手法等に問題があるため、その

問題を解決したのちに実施を検討すべき事務事業 

Ｄ 
必要性は認められるが、事務事業を実施すべき緊急性が認められな

い事務事業（緊急度が高まった段階で検討すべき事務事業） 

Ｅ 
行政が関与する必要性が認められない事務事業、実施すべき必要

性・緊急性が認められない事務事業 
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Ⅱ 評価結果 

１．評価結果の概要 

   今年度の評価結果の概要については、次のとおりである。 

項  目 件 数 計 

拡充 60件

維持 183 件

施策 

縮小 2件

２４５件 

拡充 64件

維持 655 件

縮小 10件

統合・再編 6件

休止 2件

廃止 1件

事務事業 

（継続） 

終了 8件

７４６件 

Ａ 6件

Ｂ 22件

Ｃ 5件

Ｄ 0件

事務事業 

（新規） 

Ｅ 0件

３３件 

総計 １，０２４件 

 

 

 ２．評価結果一覧及び評価内容 

評価結果の一覧及びその評価区分は別表のとおりである。 

なお、評価の詳細は、附属資料「施策評価票」「事務事業評価票」のとおりである。 
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別表 

 平成 17 年度行政評価結果一覧 

担当部 担当課 種別 施策・事務事業名 評価区分

企画政策部 企画調整課 施策 男女平等の意識づくり 維持 

企画政策部 企画調整課 継続事務事業 男女共同参画推進事業 維持 

企画政策部 企画調整課 施策 男女の人権尊重 維持 

企画政策部 企画調整課 施策 まちづくりへの参画の推進 維持 

企画政策部 企画調整課 施策 ボランティア・NPO 活動の機運づくり 維持 

企画政策部 企画調整課 継続事務事業 市民活動支援事業 維持 

企画政策部 企画調整課 継続事務事業 北会津地区シビックゾーン基本構想策定事業 終了 

企画政策部 企画調整課 施策 活動しやすい環境の整備 維持 

企画政策部 企画調整課 施策 情報と交流のネットワークづくりの推進 維持 

企画政策部 企画調整課 施策 国際感覚豊かな人づくりの推進 維持 

企画政策部 企画調整課 継続事務事業 会津若松市国際交流協会負担金 維持 

企画政策部 企画調整課 継続事務事業 友好都市交流事業 維持 

企画政策部 企画調整課 施策 外国人が暮らしやすい環境の整備 維持 

企画政策部 企画調整課 継続事務事業 会津若松市国際交流協会負担金 維持 

企画政策部 企画調整課 施策 ユニバーサルデザイン思想の普及啓蒙 維持 

企画政策部 企画調整課 継続事務事業 ユニバーサルデザイン推進指針の策定 維持 

企画政策部 企画調整課 継続事務事業 会津フレッシュリゾート構想推進会議負担金 維持 

企画政策部 企画調整課 施策 あいづ地方拠点都市地域整備事業への取り組み 縮小 

企画政策部 企画調整課 継続事務事業 あいづ地方拠点都市地域整備推進協議会負担金 縮小 

企画政策部 企画調整課 施策 利雪の推進 維持 

企画政策部 企画調整課 施策 利用しやすい施設・建物の整備 維持 

企画政策部 企画調整課 施策 鉄道路線の利用促進 維持 

企画政策部 企画調整課 継続事務事業 会津線鉄道施設近代化事業補助金 維持 

企画政策部 企画調整課 継続事務事業 会津総合開発協議会特別負担金会津・野岩鉄道 維持 

企画政策部 企画調整課 継続事務事業 会津・野岩鉄道利用促進協議会負担金 維持 

企画政策部 企画調整課 施策 高等教育機関の整備 維持 

企画政策部 企画調整課 継続事務事業 県立 4 年制大学用地取得及び造成協力費 維持 

企画政策部 企画調整課 施策 高等教育機関との連携 維持 

企画政策部 企画調整課 継続事務事業 会津コミュニティカレッジ推進事業 維持 

企画政策部 企画調整課 継続事務事業 コンピュータサイエンスサマーキャンプ 維持 
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企画政策部 企画調整課 継続事務事業 パブリックコメント制度の導入 維持 

企画政策部 企画調整課 施策 市民と行政とのパートナーシップの確立 維持 

企画政策部 企画調整課 継続事務事業 シンクタンクふくしま負担金 維持 

企画政策部 企画調整課 施策 事務の共同処理化の推進 維持 

企画政策部 企画調整課 継続事務事業 会津若松地方広域市町村圏整備組合消防

事業負担金 

維持 

企画政策部 企画調整課 継続事務事業 会津若松地方水道用水供給企業団負担金 維持 

企画政策部 企画調整課 施策 広域行政の推進 維持 

企画政策部 企画調整課 継続事務事業 会津若松地方広域市町村圏整備組合負担金 維持 

企画政策部 企画調整課 継続事務事業 会津総合開発協議会負担金 維持 

企画政策部 企画調整課 施策 地域間交流の推進 維持 

企画政策部 企画調整課 継続事務事業 磐越自動車道沿線都市交流会議 維持 

企画政策部 企画調整課 継続事務事業 新長期総合計画策定事業 拡充 

企画政策部 秘書広聴課 継続事務事業 市史編さん事業（会津若松市史） 維持 

企画政策部 秘書広聴課 継続事務事業 市史編さん事業（北会津村史） 維持 

企画政策部 秘書広聴課 施策 事業の計画や制度づくりへの市民参加の促進 維持 

企画政策部 秘書広聴課 継続事務事業 広報発刊費 維持 

企画政策部 秘書広聴課 継続事務事業 広報活動費 維持 

企画政策部 秘書広聴課 継続事務事業 広聴活動費 維持 

企画政策部 秘書広聴課 継続事務事業 秘書事務 維持 

企画政策部 秘書広聴課 継続事務事業 市長公舎管理 維持 

企画政策部 財政課 継続事務事業 財政管理に要する経費 維持 

企画政策部 税務課 継続事務事業 固定資産評価審査委員会（法定設置） 維持 

企画政策部 税務課 継続事務事業 資産評価システム研究センター事業費 維持 

企画政策部 税務課 継続事務事業 会津若松地区税務協議会 維持 

企画政策部 税務課 継続事務事業 東北都市税務協議会 負担金 維持 

企画政策部 納税課 継続事務事業 納税貯蓄組合（納税貯蓄連合会を含む） 維持 

総務部 総務課 継続事務事業 核兵器廃絶平和都市宣言事業 維持 

総務部 総務課 継続事務事業 市役所通り商店街街路灯負担金 維持 

総務部 総務課 継続事務事業 会津地区メーデー補助金 縮小 

総務部 総務課 継続事務事業 会津若松地区労働福祉協議会 縮小 

総務部 総務課 継続事務事業 会津地区電信電話ユーザ協会会員会費 維持 

総務部 総務課 継続事務事業 外国人学校児童生徒保護者補助金 縮小 
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総務部 総務課 施策 市政の透明性の向上 維持 

総務部 総務課 継続事務事業 情報公開・個人情報保護に関する事務 維持 

総務部 総務課 継続事務事業 例規集データベース管理委託料 維持 

総務部 総務課 継続事務事業 市有財産管理費 維持 

総務部 総務課 施策 都市間交流の推進 拡充 

総務部 総務課 継続事務事業 姉妹都市・親善交流都市交流事業 拡充 

総務部 総務課 継続事務事業 福島県公平委員会連合会会費 維持 

総務部 総務課 継続事務事業 庁舎管理費 維持 

総務部 総務課 継続事務事業 車両管理費 維持 

総務部 人事課 施策 職員の意識改革と能力開発 維持 

総務部 人事課 継続事務事業 職員研修事業 維持 

総務部 人事課 施策 行政資源の適正配分の推進 維持 

総務部 人事課 継続事務事業 行政機構の整備 維持 

総務部 人事課 継続事務事業 行政システム改革推進費 維持 

総務部 人事課 継続事務事業 臨時的任用職員 維持 

総務部 人事課 継続事務事業 臨時的任用職員賃金等システム 維持 

総務部 人事課 継続事務事業 ほう償及び表彰経費 維持 

総務部 人事課 継続事務事業 安全衛生管理事業 維持 

総務部 人事課 継続事務事業 職員共助会交付金 維持 

総務部 人事課 継続事務事業 職員駐車場協力徴収 維持 

総務部 人事課 施策 行政サービスの向上 維持 

総務部 情報政策課 継続事務事業 工業統計調査 維持 

総務部 情報政策課 継続事務事業 事業所・企業統計調査 維持 

総務部 情報政策課 施策 地域イントラネットの構築 維持 

総務部 情報政策課 継続事務事業 地域イントラネット基盤整備事業 維持 

総務部 情報政策課 施策 情報格差の解消 維持 

総務部 情報政策課 継続事務事業 地域情報推進事業(公共端末の運用） 縮小 

総務部 情報政策課 継続事務事業 シニアパソコン講習会 維持 

総務部 情報政策課 施策 IC カードによる市民生活の利便性向上 維持 

総務部 情報政策課 継続事務事業 会津若松市民カード普及推進事業 維持 

総務部 情報政策課 施策 情報通信技術を活用した行政サービスの向

上と情報交流の促進 

拡充 

 



 

 ９

総務部 情報政策課 継続事務事業 会津地方市町村電子計算機管理運営協議

会負担金（会津ｉＤＣシステム利用負担金） 

維持 

総務部 情報政策課 継続事務事業 総合行政ネットワーク事業経費 維持 

総務部 情報政策課 継続事務事業 インターネット活用推進事業 維持 

総務部 情報政策課 継続事務事業 電子計算機高度利用経費 

（会津地方市町村電子計算機管理運営協議

会負担金） 

縮小 

総務部 情報政策課 継続事務事業 情報化推進アドバイザー 維持 

総務部 情報政策課 新規事務事業 公共施設予約システム Ａ 

総務部 情報政策課 継続事務事業 学校基本調査 維持 

総務部 情報政策課 継続事務事業 福島県現住人口調査 維持 

総務部 情報政策課 継続事務事業 国勢調査 維持 

総務部 契約検査課 継続事務事業 入札契約事務（物品等の契約業務） 維持 

総務部 契約検査課 継続事務事業 入札契約事務（工事及び工事に関する委託業務） 維持 

総務部 契約検査課 継続事務事業 工事検査業務 維持 

市民部 環境課 施策 環境情報の収集及び公開 維持 

市民部 環境課 継続事務事業 生活環境対策事業（「会津若松市の環境」の発行） 維持 

市民部 環境課 施策 環境に関する教育及び学習の推進 維持 

市民部 環境課 継続事務事業 生活環境対策事業（こどもエコクラブ） 維持 

市民部 環境課 継続事務事業 野生生物生息環境保全事業（身近な生き物

情報の提供） 

維持 

市民部 環境課 施策 市民との協働による環境の保全・創造 維持 

市民部 環境課 継続事務事業 環境都市推進事業（環境大賞事業） 維持 

市民部 環境課 継続事務事業 環境フェスティバル事業 維持 

市民部 環境課 施策 地球環境保全のための行動推進 拡充 

市民部 環境課 新規事務事業 地球温暖化対策推進実行計画事業 Ａ 

市民部 環境課 継続事務事業 環境都市推進事業（学校版環境 ISO） 維持 

市民部 環境課 継続事務事業 環境都市推進事業（家庭版環境 ISO） 維持 

市民部 環境課 継続事務事業 環境都市推進事業（事業所 ISO） 維持 

市民部 環境課 施策 有害化学物質の調査・指導 維持 

市民部 環境課 継続事務事業 非飲用地下水調査事業 維持 

市民部 環境課 施策 省資源・省エネルギーの推進 維持 

市民部 環境課 継続事務事業 ISO１４００１推進事業 維持 



 

 １０

市民部 環境課 施策 新エネルギーの利用促進 維持 

市民部 環境課 継続事務事業 環境都市推進事業（新エネルギー導入の推進） 維持 

市民部 環境課 施策 自然環境の保全の推進 維持 

市民部 環境課 継続事務事業 猪苗代湖環境保全推進事業 

（猪苗代湖環境保全推進連絡会事業） 

維持 

市民部 環境課 継続事務事業 猪苗代湖環境保全推進事業 

（猪苗代湖・裏磐梯湖沼水環境保全対策推

進協議会） 

維持 

市民部 環境課 施策 野生生物の適切な保護 維持 

市民部 環境課 継続事務事業 野生生物生息環境保全事業（野生生物分布調査） 維持 

市民部 環境課 継続事務事業 野生生物生息環境保全事業（野生生物保護

施策の検討） 

維持 

市民部 環境課 施策 多様な自然環境の保全と回復 維持 

市民部 環境課 施策 水資源対策の推進 維持 

市民部 環境課 施策 公害の防止対策 維持 

市民部 環境課 継続事務事業 生活環境対策事業（公害苦情処理） 維持 

市民部 環境課 継続事務事業 公共用水域水質調査事業 維持 

市民部 環境課 継続事務事業 生活環境対策事業（悪臭調査） 維持 

市民部 環境課 継続事務事業 生活環境対策事業（騒音調査） 維持 

市民部 環境課 継続事務事業 生活排水対策事業 維持 

市民部 生活課 継続事務事業 市民憲章推進事業 維持 

市民部 生活課 施策 コミュニティ組織の育成 維持 

市民部 生活課 継続事務事業 町内会交付金 維持 

市民部 生活課 継続事務事業 区長会補助事業 維持 

市民部 生活課 施策 コミュニティ活動施設の整備 維持 

市民部 生活課 継続事務事業 鶴城地区コミュニティセンター建設事業 維持 

市民部 生活課 継続事務事業 城南地区コミュニティセンター建設事業 維持 

市民部 生活課 継続事務事業 集会所整備補助事業 維持 

市民部 生活課 継続事務事業 コミュニティセンター運営事業 維持 

市民部 生活課 施策 危機管理意識の高揚 維持 

市民部 生活課 継続事務事業 防災対策事業 拡充 

市民部 生活課 継続事務事業 水防活動支援事業 維持 



 

 １１

市民部 生活課 継続事務事業 防災訓練の充実 拡充 

市民部 生活課 継続事務事業 地域自衛消防隊支援事業 維持 

市民部 生活課 継続事務事業 少年消防クラブ育成事業 維持 

市民部 生活課 継続事務事業 婦人消防隊支援事業 維持 

市民部 生活課 施策 災害に強いまちづくりの推進 維持 

市民部 生活課 施策 災害応急体制の充実 維持 

市民部 生活課 継続事務事業 自衛官募集事務 維持 

市民部 生活課 施策 火災予防の推進 維持 

市民部 生活課 施策 消防体制の整備 維持 

市民部 生活課 継続事務事業 消防団管理運営事業 維持 

市民部 生活課 継続事務事業 消火栓整備事業 維持 

市民部 生活課 継続事務事業 防火水槽整備事業 維持 

市民部 生活課 継続事務事業 消防屯所整備事業 維持 

市民部 生活課 継続事務事業 消防ポンプ自動車等整備事業 維持 

市民部 生活課 施策 交通安全の確保 維持 

市民部 生活課 継続事務事業 会津若松市交通対策協議会 維持 

市民部 生活課 継続事務事業 市民交通災害共済事業 維持 

市民部 生活課 継続事務事業 交通教育専門員事業 維持 

市民部 生活課 継続事務事業 会津若松地区交通安全協会補助金 維持 

市民部 生活課 継続事務事業 会津若松市交通安全母の会連合会 維持 

市民部 生活課 継続事務事業 駅前自転車置場管理事業 維持 

市民部 生活課 施策 防犯対策の促進 維持 

市民部 生活課 継続事務事業 防犯灯補助事業 維持 

市民部 生活課 継続事務事業 会津若松地区防犯協会連合会負担金 維持 

市民部 生活課 継続事務事業 公設防犯灯設置事業 維持 

市民部 生活課 継続事務事業 暴力追放会津若松市民会議負担金 維持 

市民部 生活課 施策 消費者保護の推進 維持 

市民部 生活課 継続事務事業 消費生活相談事業 維持 

市民部 生活課 継続事務事業 消費者啓発事業 維持 

市民部 生活課 施策 市民相談の充実 維持 

市民部 生活課 継続事務事業 市民相談（事務費） 維持 

市民部 生活課 継続事務事業 市民相談（無料法律相談委託業務） 維持 



 

 １２

市民部 生活課 継続事務事業 若松人権擁護委員協議会補助金 維持 

市民部 生活課 継続事務事業 緊急対応処理事業 維持 

市民部 生活課 施策 バス路線の利用促進 維持 

市民部 生活課 継続事務事業 市町村生活交通対策事業運行費補助金 維持 

市民部 市民課 継続事務事業 斎場運営 維持 

市民部 市民課 継続事務事業 住居表示整備事業 維持 

市民部 市民課 継続事務事業 自動交付サービス事業 拡充 

市民部 市民課 継続事務事業 公的個人認証サービス事業 維持 

市民部 市民課 継続事務事業 戸籍事務 維持 

市民部 市民課 継続事務事業 戸籍電算化導入事業 拡充 

市民部 市民課 継続事務事業 住民基本台帳事務費 維持 

市民部 市民課 継続事務事業 住民基本台帳ネットワークシステム事業 維持 

市民部 市民課 継続事務事業 行政窓口サービスコーナー 維持 

市民部 市民課 継続事務事業 外国人登録事務 維持 

市民部 市民課 継続事務事業 人口動態調査事務 維持 

市民部 廃棄物対策課 施策 ごみ減量の推進 維持 

市民部 廃棄物対策課 継続事務事業 ごみ減量化推進事業（ごみ減量化・リサイク

ル推進計画） 

維持 

市民部 廃棄物対策課 継続事務事業 ごみ減量化推進事業（小学生向け出前講座） 維持 

市民部 廃棄物対策課 施策 リデュースの推進 維持 

市民部 廃棄物対策課 継続事務事業 ごみ減量化推進事業（電動式生ごみ処理機

設置補助） 

維持 

市民部 廃棄物対策課 施策 リユースの推進 維持 

市民部 廃棄物対策課 継続事務事業 ごみ減量化推進事業（リサイクルコーナー運営） 維持 

市民部 廃棄物対策課 施策 リサイクルの推進 拡充 

市民部 廃棄物対策課 継続事務事業 廃棄物収集運搬処理事業（分別資源物回収） 拡充 

市民部 廃棄物対策課 継続事務事業 ごみ減量化推進事業（資源物回収奨励金等） 維持 

市民部 廃棄物対策課 継続事務事業 ごみ減量化推進事業（資源物保管庫設置補助） 維持 

市民部 廃棄物対策課 継続事務事業 ごみ減量化推進事業（有価物抽出委託） 維持 

市民部 廃棄物対策課 施策 ごみ処理の適正化 維持 

市民部 廃棄物対策課 継続事務事業 会津地区広域事業組合負担金 維持 

市民部 廃棄物対策課 継続事務事業 廃棄物収集運搬処理事業（廃棄物収集運搬） 維持 



 

 １３

市民部 廃棄物対策課 継続事務事業 ごみ処理広域化 維持 

市民部 廃棄物対策課 継続事務事業 廃棄物収集運搬処理事業（小動物焼却処理） 維持 

市民部 廃棄物対策課 継続事務事業 廃棄物収集運搬処理事業（粗大ごみ、リサイ

クル品回収） 

維持 

市民部 廃棄物対策課 継続事務事業 廃棄物収集運搬処理事業（川ざらい土砂運搬・処理） 維持 

市民部 廃棄物対策課 継続事務事業 廃棄物収集運搬処理事業（川ざらい土砂ふるい分け） 維持 

市民部 廃棄物対策課 継続事務事業 廃棄物収集運搬処理事業（適正処理困難物処理） 維持 

市民部 廃棄物対策課 施策 まちの美化の推進 維持 

市民部 廃棄物対策課 継続事務事業 生活環境保全事業（ごみステーション設置補助） 維持 

市民部 廃棄物対策課 継続事務事業 生活環境保全事業（生活環境保全推進員） 維持 

市民部 廃棄物対策課 継続事務事業 ごみ減量化推進事業（自動販売機設置届出

済証交付） 

維持 

市民部 廃棄物対策課 継続事務事業 ごみ減量化推進事業（環境美化推進協議会補助） 維持 

市民部 廃棄物対策課 継続事務事業 生活環境保全事業（不法投棄監視員） 維持 

市民部 廃棄物対策課 施策 環境衛生の保全 維持 

市民部 廃棄物対策課 継続事務事業 廃棄物収集運搬処理事業（し尿くみ取り） 維持 

市民部 廃棄物対策課 継続事務事業 清掃手数料徴収事業 維持 

市民部 廃棄物対策課 継続事務事業 清掃手数料徴収事業（収納事務委託等） 維持 

健康福祉部 社会福祉課 施策 社会福祉サービスの総合的な推進 拡充 

健康福祉部 社会福祉課 施策 人にやさしいまちづくりの推進 維持 

健康福祉部 社会福祉課 継続事務事業 ひとにやさしいまちづくり推進事業 維持 

健康福祉部 社会福祉課 施策 地域における社会福祉活動の充実 維持 

健康福祉部 社会福祉課 新規事務事業 地域福祉計画の策定 Ｃ 

健康福祉部 社会福祉課 継続事務事業 会津若松市社会福祉協議会補助金 維持 

健康福祉部 社会福祉課 継続事務事業 民生委員・児童委員活動事業費 維持 

健康福祉部 社会福祉課 継続事務事業 日赤会津若松市地区業務 維持 

健康福祉部 社会福祉課 継続事務事業 献血推進事業 維持 

健康福祉部 社会福祉課 継続事務事業 保護司会活動補助金 維持 

健康福祉部 社会福祉課 継続事務事業 遺族会運営補助金 維持 

健康福祉部 社会福祉課 継続事務事業 傷痍軍人会運営補助金 維持 

健康福祉部 社会福祉課 継続事務事業 会津若松市傷痍軍人妻の会運営補助金 維持 

健康福祉部 社会福祉課 継続事務事業 （北）全国抑留者補償協議会北会津支部補助金 維持 

健康福祉部 社会福祉課 継続事務事業 戦没者追悼式 維持 



 

 １４

健康福祉部 社会福祉課 施策 市民の自主的な社会福祉活動の促進 維持 

健康福祉部 社会福祉課 施策 ノーマライゼーションの普及啓蒙 拡充 

健康福祉部 社会福祉課 新規事務事業 障害者計画及び障害者福祉計画の策定 Ｂ 

健康福祉部 社会福祉課 継続事務事業 手話奉仕員養成講座 維持 

健康福祉部 社会福祉課 継続事務事業 各種講習会 維持 

健康福祉部 社会福祉課 施策 在宅福祉サービスの推進 維持 

健康福祉部 社会福祉課 継続事務事業 重度心身障害者医療費助成事業 維持 

健康福祉部 社会福祉課 継続事務事業 特別障害者手当等 維持 

健康福祉部 社会福祉課 継続事務事業 特別児童扶養手当 維持 

健康福祉部 社会福祉課 継続事務事業 在宅重度障害者対策事業 維持 

健康福祉部 社会福祉課 継続事務事業 重度障害者タクシー運賃助成事業 維持 

健康福祉部 社会福祉課 継続事務事業 車いすタクシー運賃助成事業 維持 

健康福祉部 社会福祉課 継続事務事業 人工透析患者通院交通費助成事業 維持 

健康福祉部 社会福祉課 継続事務事業 障害者訪問給食サービス 維持 

健康福祉部 社会福祉課 新規事務事業 新福祉システム導入 Ｂ 

健康福祉部 社会福祉課 施策 自立と社会参加への支援 拡充 

健康福祉部 社会福祉課 新規事務事業 障害者自立支援法 Ｂ 

健康福祉部 社会福祉課 新規事務事業 障害者自立支援法（地域生活支援事業） Ｂ 

健康福祉部 社会福祉課 新規事務事業 障害者自立支援法（審査会） Ｂ 

健康福祉部 社会福祉課 新規事務事業 コパン（仮称）施設整備補助事業 Ｃ 

健康福祉部 社会福祉課 新規事務事業 東北ろうあ者体育大会補助 Ｂ 

健康福祉部 社会福祉課 継続事務事業 ストマ用装具装着者助成事業 維持 

健康福祉部 社会福祉課 継続事務事業 身体障害者手帳事務 維持 

健康福祉部 社会福祉課 継続事務事業 障害者小規模作業所補助事業 維持 

健康福祉部 社会福祉課 継続事務事業 知的障害者社会生活自立訓練事業（アップ

ルサークル） 

維持 

健康福祉部 社会福祉課 継続事務事業 身体障害者自動車改造助成事業 維持 

健康福祉部 社会福祉課 継続事務事業 障害者自立生活センター事業補助金交付事務 維持 

健康福祉部 社会福祉課 継続事務事業 地域援助センター事業補助 維持 

健康福祉部 社会福祉課 継続事務事業 身体障害者福祉協会会津若松支部運営費補助 維持 

健康福祉部 社会福祉課 継続事務事業 会津若松市手をつなぐ親の会運営費補助金

交付事業 

維持 

健康福祉部 社会福祉課 継続事務事業 用地取得（ノーマライズ交流館パオパオ用地買戻し） 維持 



 

 １５

健康福祉部 社会福祉課 継続事務事業 精神障害者保健福祉手帳事務 維持 

健康福祉部 社会福祉課 継続事務事業 社会福祉法人会津療育会借り入れに係る損失補償 維持 

健康福祉部 社会福祉課 継続事務事業 戦傷病者等援護事務費 維持 

健康福祉部 社会福祉課 継続事務事業 戦傷病者等援護事務費（補装具） 維持 

健康福祉部 社会福祉課 継続事務事業 身体障害者運転免許取得助成事業 維持 

健康福祉部 社会福祉課 継続事務事業 諸証明事務 維持 

健康福祉部 社会福祉課 継続事務事業 療育手帳事務 維持 

健康福祉部 社会福祉課 継続事務事業 心身障害者扶養共済制度掛金助成制度 維持 

健康福祉部 社会福祉課 継続事務事業 金川福祉館管理運営事業 維持 

健康福祉部 社会福祉課 継続事務事業 ノーマライズ交流館パオパオ管理運営事業 維持 

健康福祉部 社会福祉課 施策 保健・医療の充実 維持 

健康福祉部 社会福祉課 継続事務事業 地域療育センター事業 維持 

健康福祉部 社会福祉課 施策 生活基盤の安定支援 維持 

健康福祉部 社会福祉課 継続事務事業 セーフティネット支援対策等事業 維持 

健康福祉部 社会福祉課 施策 自立更生への支援 拡充 

健康福祉部 社会福祉課 継続事務事業 生活保護法に基づく各種扶助費 維持 

健康福祉部 社会福祉課 施策 利用しやすい交通機関の導入 維持 

健康福祉部 高齢福祉課 施策 学習機会の拡充 維持 

健康福祉部 高齢福祉課 継続事務事業 あいづわくわく学園の充実 維持 

健康福祉部 高齢福祉課 継続事務事業 ゆめ寺子屋の充実 維持 

健康福祉部 高齢福祉課 施策 社会参加の促進 維持 

健康福祉部 高齢福祉課 継続事務事業 老人クラブの活性化（各単位老人クラブ補助） 維持 

健康福祉部 高齢福祉課 継続事務事業 老人クラブの活性化（市老人クラブ補助） 維持 

健康福祉部 高齢福祉課 継続事務事業 敬老事業 維持 

健康福祉部 高齢福祉課 施策 経済的基盤の安定 維持 

健康福祉部 高齢福祉課 継続事務事業 シルバー人材センター事業補助金 維持 

健康福祉部 高齢福祉課 施策 生活基盤の整備 拡充 

健康福祉部 高齢福祉課 継続事務事業 老人福祉相談員事業 維持 

健康福祉部 高齢福祉課 継続事務事業 ふれあい事業 拡充 

健康福祉部 高齢福祉課 継続事務事業 地域支援ネットワークボランティア事業 維持 

健康福祉部 高齢福祉課 継続事務事業 生活援助員派遣事業 維持 

健康福祉部 高齢福祉課 施策 介護保険制度の円滑な推進 拡充 

健康福祉部 高齢福祉課 継続事務事業 介護保険特別会計事業（給付事業） 維持 



 

 １６

健康福祉部 高齢福祉課 新規事務事業 介護保険特別会計事業（地域支援事業） Ｂ 

健康福祉部 高齢福祉課 継続事務事業 介護サービス特別会計事業 廃止 

健康福祉部 高齢福祉課 継続事務事業 介護保険利用者負担減免措置事業 維持 

健康福祉部 高齢福祉課 継続事務事業 訪問介護利用者負担額軽減措置事業 縮小 

健康福祉部 高齢福祉課 施策 介護サービス基盤の整備 縮小 

健康福祉部 高齢福祉課 継続事務事業 老人福祉施設整備補助金 縮小 

健康福祉部 高齢福祉課 施策 介護保険対象外サービスの充実 維持 

健康福祉部 高齢福祉課 継続事務事業 老人ホーム措置事業 維持 

健康福祉部 高齢福祉課 継続事務事業 成年後見制度利用支援事業 拡充 

健康福祉部 高齢福祉課 継続事務事業 寝たきり高齢者等紙おむつ等給付事業 維持 

健康福祉部 高齢福祉課 継続事務事業 緊急通報体制等整備事業 維持 

健康福祉部 高齢福祉課 継続事務事業 訪問給食サービス事業 維持 

健康福祉部 高齢福祉課 継続事務事業 寝たきり老人寝具丸洗いサービス事業 維持 

健康福祉部 高齢福祉課 継続事務事業 高齢者自立支援ホームヘルプサービス事業 維持 

健康福祉部 高齢福祉課 継続事務事業 高齢者自立支援短期入所事業 維持 

健康福祉部 高齢福祉課 継続事務事業 高齢者自立支援住宅改修事業 維持 

健康福祉部 高齢福祉課 継続事務事業 高齢者外出支援サービス 維持 

健康福祉部 高齢福祉課 継続事務事業 日常生活用具給付等事業 維持 

健康福祉部 高齢福祉課 継続事務事業 高齢者市民証発行事業 維持 

健康福祉部 高齢福祉課 継続事務事業 高齢者はり、きゅう、マッサージ等サービス事業 維持 

健康福祉部 高齢福祉課 継続事務事業 高齢者・障害者に対する温泉利用助成事業 維持 

健康福祉部 高齢福祉課 施策 家族介護者への支援 維持 

健康福祉部 高齢福祉課 継続事務事業 家族介護者支援事業 維持 

健康福祉部 高齢福祉課 施策 介護予防の推進 維持 

健康福祉部 高齢福祉課 継続事務事業 基幹型在宅介護支援センター 維持 

健康福祉部 高齢福祉課 継続事務事業 在宅介護支援センター運営事業 維持 

健康福祉部 高齢福祉課 継続事務事業 生きがいデイサービス事業 維持 

健康福祉部 児童家庭課 施策 生活基盤の安定支援 維持 

健康福祉部 児童家庭課 継続事務事業 児童扶養手当 維持 

健康福祉部 児童家庭課 継続事務事業 ひとり親家庭医療費助成事業 維持 

健康福祉部 児童家庭課 継続事務事業 母子生活支援施設運営事業 維持 

健康福祉部 児童家庭課 継続事務事業 就学遺児激励金 維持 

健康福祉部 児童家庭課 継続事務事業 母子・寡婦福祉資金貸付 維持 



 

 １７

健康福祉部 児童家庭課 施策 家庭生活の充実 維持 

健康福祉部 児童家庭課 継続事務事業 女性福祉相談室相談業務 維持 

健康福祉部 児童家庭課 継続事務事業 家庭児童相談室相談業務 維持 

健康福祉部 児童家庭課 施策 総合的な少子化対策の推進 維持 

健康福祉部 児童家庭課 継続事務事業 あいづわかまつこどもプラン（改訂版）の推進 維持 

健康福祉部 児童家庭課 継続事務事業 児童手当 維持 

健康福祉部 児童家庭課 施策 家庭・地域・企業における環境の整備 維持 

健康福祉部 児童家庭課 施策 子育て環境の整備促進 維持 

健康福祉部 児童家庭課 継続事務事業 乳幼児医療費助成事業 維持 

健康福祉部 児童家庭課 継続事務事業 ファミリー・サポート・センター事業 維持 

健康福祉部 児童家庭課 継続事務事業 地域組織活動育成の推進 維持 

健康福祉部 児童家庭課 施策 のびのびと育てる環境の整備 拡充 

健康福祉部 児童家庭課 継続事務事業 児童虐待防止ネットワーク事業 拡充 

健康福祉部 児童家庭課 継続事務事業 （北）児童遊園施設管理事業 統合・再編

健康福祉部 児童家庭課 施策 保育の充実 拡充 

健康福祉部 児童家庭課 継続事務事業 保育所運営委託（入退所事務含む） 維持 

健康福祉部 児童家庭課 継続事務事業 中央保育所管理運営事業 維持 

健康福祉部 児童家庭課 継続事務事業 荒舘保育所管理運営事業 維持 

健康福祉部 児童家庭課 継続事務事業 川南保育所管理運営事業 維持 

健康福祉部 児童家庭課 継続事務事業 特別保育事業 維持 

健康福祉部 児童家庭課 継続事務事業 民間保育園運営事業補助金 維持 

健康福祉部 児童家庭課 継続事務事業 へき地保育所運営事業 維持 

健康福祉部 児童家庭課 新規事務事業 湊町統合へき地保育園施設整備事業 Ｃ 

健康福祉部 児童家庭課 継続事務事業 乳幼児健康支援一時預かり事業 維持 

健康福祉部 児童家庭課 継続事務事業 保育所負担金賦課・徴収事務 拡充 

健康福祉部 児童家庭課 継続事務事業 民間保育所施設整備事業補助金 維持 

健康福祉部 児童家庭課 継続事務事業 会津若松市保育士会補助金 維持 

健康福祉部 児童家庭課 継続事務事業 認可外保育施設助成事業 維持 

健康福祉部 児童家庭課 施策 地域における活動の促進 拡充 

健康福祉部 児童家庭課 継続事務事業 児童健全育成事業（こどもクラブ市直営分） 維持 

健康福祉部 児童家庭課 継続事務事業 児童健全育成事業（こどもクラブ民間委託分） 拡充 

健康福祉部 児童家庭課 継続事務事業 児童館運営事業 維持 

健康福祉部 児童家庭課 継続事務事業 幼児クラブ支援事業 維持 



 

 １８

健康福祉部 国保年金課 継続事務事業 国民年金事業の推進 維持 

健康福祉部 国保年金課 施策 福祉医療の充実 拡充 

健康福祉部 国保年金課 継続事務事業 老人保健特別会計事業 拡充 

健康福祉部 国保年金課 継続事務事業 高額療養費貸付事業 維持 

健康福祉部 国保年金課 施策 国民健康保険事業運営の健全化 拡充 

健康福祉部 国保年金課 継続事務事業 国民健康保険特別会計事業（医療給付費・その他） 拡充 

健康福祉部 国保年金課 継続事務事業 国民健康保険特別会計事業（調定事務） 拡充 

健康福祉部 国保年金課 継続事務事業 国民健康保険特別会計事業（滞納整理） 拡充 

健康福祉部 国保年金課 継続事務事業 国民健康保険特別会計事業（収納率向上特

別対策事業） 

拡充 

健康福祉部 国保年金課 継続事務事業 国民健康保険特別会計事業（レセプト点検事務） 維持 

健康福祉部 国保年金課 継続事務事業 国民健康保険特別会計事業（総合健康検診

助成事業） 

維持 

健康福祉部 国保年金課 継続事務事業 国民健康保険特別会計事業（保健事業） 維持 

健康福祉部 国保年金課 継続事務事業 国民健康保険特別会計事業（第三者行為求

償事務） 

維持 

健康福祉部 健康増進課 継続事務事業 飲用地下水調査事業 維持 

健康福祉部 健康増進課 継続事務事業 難病患者等援護事業 維持 

健康福祉部 健康増進課 継続事務事業 閉じこもり防止事業 統合・再編

健康福祉部 健康増進課 施策 総合的な健康づくりの推進 維持 

健康福祉部 健康増進課 継続事務事業 健康わかまつ２１計画の推進 維持 

健康福祉部 健康増進課 継続事務事業 健康づくり推進協議会 維持 

健康福祉部 健康増進課 施策 保健センターの整備充実 維持 

健康福祉部 健康増進課 継続事務事業 保健センターの整備充実 維持 

健康福祉部 健康増進課 施策 保健・医療・福祉の連携によるサービスの充実 維持 

健康福祉部 健康増進課 施策 健康意識の高揚 維持 

健康福祉部 健康増進課 継続事務事業 学区別健康教室事業 維持 

健康福祉部 健康増進課 継続事務事業 健康まつり事業 維持 

健康福祉部 健康増進課 継続事務事業 市民健康教室事業 統合・再編

健康福祉部 健康増進課 施策 健康増進活動の推進 拡充 

健康福祉部 健康増進課 新規事務事業 運動習慣普及特別事業 Ａ 

健康福祉部 健康増進課 施策 健康づくり団体への支援 維持 

健康福祉部 健康増進課 継続事務事業 保健委員会への支援 維持 

健康福祉部 健康増進課 継続事務事業 食生活改善推進員（ヘルスメイト）の養成及び育成 維持 
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健康福祉部 健康増進課 施策 母子保健の推進 維持 

健康福祉部 健康増進課 継続事務事業 乳幼児健康診査事業 維持 

健康福祉部 健康増進課 継続事務事業 育児支援事業 維持 

健康福祉部 健康増進課 継続事務事業 安全な妊娠・出産への支援事業 維持 

健康福祉部 健康増進課 継続事務事業 思春期保健事業 統合・再編

健康福祉部 健康増進課 施策 成人・高齢者保健の推進 維持 

健康福祉部 健康増進課 継続事務事業 基本健康審査 維持 

健康福祉部 健康増進課 継続事務事業 がん検診の推進 維持 

健康福祉部 健康増進課 継続事務事業 健康教育・健康相談事業 維持 

健康福祉部 健康増進課 継続事務事業 健康手帳の交付  維持 

健康福祉部 健康増進課 継続事務事業 基本健康診査事後指導事業 維持 

健康福祉部 健康増進課 継続事務事業 肝炎ウイルス検診 維持 

健康福祉部 健康増進課 継続事務事業 骨粗しょう症検診 維持 

健康福祉部 健康増進課 継続事務事業 成人歯科保健事業 維持 

健康福祉部 健康増進課 継続事務事業 運動普及事業（生活習慣病予防の充実） 維持 

健康福祉部 健康増進課 施策 疾病発生予防の充実 維持 

健康福祉部 健康増進課 継続事務事業 予防接種 維持 

健康福祉部 健康増進課 継続事務事業 結核予防(予防接種・ＢＣＧ） 維持 

健康福祉部 健康増進課 継続事務事業 結核予防（結核検診） 維持 

健康福祉部 健康増進課 施策 環境衛生の推進 維持 

健康福祉部 健康増進課 継続事務事業 狂犬病予防事業 維持 

健康福祉部 健康増進課 継続事務事業 そ族昆虫駆除事業 維持 

健康福祉部 健康増進課 継続事務事業 公衆浴場厚生事業補助金 維持 

健康福祉部 健康増進課 継続事務事業 公衆浴場施設整備事業補助金 維持 

健康福祉部 健康増進課 施策 地域医療体制の充実 維持 

健康福祉部 健康増進課 施策 救急医療体制の充実 拡充 

健康福祉部 健康増進課 継続事務事業 夜間急病センター運営事業 維持 

健康福祉部 健康増進課 継続事務事業 休日・在宅当番医制事業 維持 

健康福祉部 健康増進課 継続事務事業 救急医療病院群輪番制運営事業 維持 

健康福祉部 健康増進課 新規事務事業 自動体外式除細動器整備事業 Ｂ 

健康福祉部 健康増進課 継続事務事業 水道未普及地区加入促進事業 維持 

健康福祉部 健康増進課 施策 簡易水道の整備 拡充 

健康福祉部 健康増進課 継続事務事業 統合簡易水道整備事業 拡充 
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健康福祉部 健康増進課 継続事務事業 西田面簡易水道事業(特会） 維持 

健康福祉部 健康増進課 継続事務事業 湊町簡易水道事業（特会） 維持 

産業振興部 観光課 施策 誘客宣伝活動の推進 維持 

産業振興部 観光課 継続事務事業 観光振興事業 維持 

産業振興部 観光課 継続事務事業 フィルムコミッション推進事業 拡充 

産業振興部 観光課 継続事務事業 観光振興事業（観光物産協会） 維持 

産業振興部 観光課 施策 おもてなしによる受入れの推進 維持 

産業振興部 観光課 継続事務事業 会津御膳製作事業 拡充 

産業振興部 観光課 継続事務事業 市民総ガイド運動事業 維持 

産業振興部 観光課 継続事務事業 まちなか観光ボランティアガイド事業 維持 

産業振興部 観光課 継続事務事業 便益施設の整備事業 維持 

産業振興部 観光課 継続事務事業 観光管理運営費 維持 

産業振興部 観光課 施策 鶴ケ城の魅力向上 拡充 

産業振興部 観光課 継続事務事業 観光施設事業特別会計（史跡若松城跡総合

整備事業） 

維持 

産業振興部 観光課 施策 歴史観光の推進 維持 

産業振興部 観光課 施策 まちなか観光の推進 拡充 

産業振興部 観光課 継続事務事業 まちなか観光推進事業 維持 

産業振興部 観光課 継続事務事業 夜の城下町観光推進事業 拡充 

産業振興部 観光課 施策 魅力ある温泉地づくりの推進 拡充 

産業振興部 観光課 継続事務事業 温泉地域活性化推進事業 維持 

産業振興部 観光課 施策 テーマ型観光の推進 維持 

産業振興部 観光課 継続事務事業 教育旅行誘致事業 拡充 

産業振興部 観光課 継続事務事業 湊四浜環境整備事業 維持 

産業振興部 観光課 新規事務事業 コンベンション観光推進事業 Ｂ 

産業振興部 観光課 新規事務事業 産業観光推進事業 Ｂ 

産業振興部 観光課 施策 賑わいのある観光地づくり 拡充 

産業振興部 観光課 継続事務事業 お日市等まつり活性化事業 縮小 

産業振興部 観光課 施策 地域間ネットワークの形成による広域的観光

の推進 

拡充 

産業振興部 観光課 継続事務事業 会津カード運営協議会負担金 維持 

産業振興部 観光課 継続事務事業 デスティネーションキャンペーン 縮小 

産業振興部 観光課 継続事務事業 磐越西線ＳＬ定期運行推進事業 維持 

産業振興部 観光課 施策 国際観光の推進 拡充 
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産業振興部 観光課 継続事務事業 国際観光推進事業（会津若松・磐梯地区国

際観光振興推進協議会） 

維持 

産業振興部 観光課 継続事務事業 物産振興事業 維持 

産業振興部 観光課 施策 地域のイメージづくり 拡充 

産業振興部 観光課 施策 まちなか資源の発掘・利用 拡充 

産業振興部 商工課 施策 既存産業の振興 維持 

産業振興部 商工課 継続事務事業 会津ブランド推進事業費 維持 

産業振興部 商工課 継続事務事業 会津若松経営品質協議会負担金 維持 

産業振興部 商工課 新規事務事業 会津若松市地域経済活性化奨励金支給事業 Ｂ 

産業振興部 商工課 継続事務事業 会津若松商工会議所補助金 維持 

産業振興部 商工課 継続事務事業 北会津商工会補助金 維持 

産業振興部 商工課 施策 企業誘致の推進 維持 

産業振興部 商工課 継続事務事業 企業誘致促進事業 拡充 

産業振興部 商工課 継続事務事業 企業誘致促進事業（企業立地奨励金） 維持 

産業振興部 商工課 継続事務事業 会津若松経済情報ネットワーク協議会 維持 

産業振興部 商工課 継続事務事業 工業団地対策事業 維持 

産業振興部 商工課 継続事務事業 地域総合整備資金（ふるさと融資）貸付事業 維持 

産業振興部 商工課 施策 新規産業の創出 拡充 

産業振興部 商工課 継続事務事業 会津ベンチャーランド構想の実現 拡充 

産業振興部 商工課 継続事務事業 会津産ＩＴ技術認定事業 拡充 

産業振興部 商工課 継続事務事業 IT 特許支援事業 拡充 

産業振興部 商工課 継続事務事業 起業家育成促進事業 統合・再編

産業振興部 商工課 継続事務事業 新規開業特別貸付等利子補給金交付制度 維持 

産業振興部 商工課 継続事務事業 産学官連携推進事業 拡充 

産業振興部 商工課 施策 個性と魅力にあふれる商業空間の整備 維持 

産業振興部 商工課 継続事務事業 大規模小売店舗立地法出店調整事務 維持 

産業振興部 商工課 継続事務事業 中小企業振興条例補助金 維持 

産業振興部 商工課 継続事務事業 十日市実行委員会負担金 維持 

産業振興部 商工課 継続事務事業 通行量調査 維持 

産業振興部 商工課 施策 経営基盤強化への支援 維持 

産業振興部 商工課 継続事務事業 中小企業未来資金保証融資制度 維持 

産業振興部 商工課 継続事務事業 信用保証料補助金交付事業 維持 

産業振興部 商工課 継続事務事業 中小企業相談所補助金 維持 

産業振興部 商工課 継続事務事業 県信用保証協会出捐金 維持 
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産業振興部 商工課 継続事務事業 各種融資制度に対する預託事業 維持 

産業振興部 商工課 継続事務事業 県信用保証協会負担金 維持 

産業振興部 商工課 継続事務事業 市商店街連合会補助金 維持 

産業振興部 商工課 継続事務事業 会津たばこ販売協同組合補助金 維持 

産業振興部 商工課 施策 流通環境の整備 維持 

産業振興部 商工課 継続事務事業 物流ネットワークシティ事業（特会） 維持 

産業振興部 商工課 施策 経営基盤の強化への支援 維持 

産業振興部 商工課 継続事務事業 会津漆器技術後継者訓練校運営補助金事業 維持 

産業振興部 商工課 継続事務事業 会津漆器技術後継者訓練奨励金事業 維持 

産業振興部 商工課 継続事務事業 会津漆器技術後継者自立支援事業 維持 

産業振興部 商工課 継続事務事業 会津酒造技術後継者育成事業 維持 

産業振興部 商工課 継続事務事業 会津漆器協同組合融資制度預託事業 維持 

産業振興部 商工課 継続事務事業 会津漆器利子補給事業 維持 

産業振興部 商工課 継続事務事業 会津若松市少年少女発明クラブ負担金 維持 

産業振興部 商工課 継続事務事業 地場産業振興支援事業 維持 

産業振興部 商工課 継続事務事業 市工場設置融資制度 維持 

産業振興部 商工課 継続事務事業 伝統的工芸品産業振興協会負担金 維持 

産業振興部 商工課 継続事務事業 地場産業景気動向調査 維持 

産業振興部 商工課 継続事務事業 会津漆器考案保護審議会補助金 維持 

産業振興部 商工課 継続事務事業 県溶接技術競技会負担金 維持 

産業振興部 商工課 継続事務事業 会津町方伝承館事業 維持 

産業振興部 商工課 継続事務事業 会津若松市発明工夫展 維持 

産業振興部 商工課 継続事務事業 福島県国際経済交流推進協議会負担金 維持 

産業振興部 商工課 継続事務事業 日本貿易振興機構福島貿易情報センター負担金 維持 

産業振興部 商工課 施策 市場動向への的確な対応 維持 

産業振興部 商工課 継続事務事業 計量事務 維持 

産業振興部 商工課 施策 地域との結びつきの強化 維持 

産業振興部 商工課 継続事務事業 会津ブランドものづくりフェア 維持 

産業振興部 商工課 施策 複合生活基盤の整備 維持 

産業振興部 商工課 継続事務事業 都市活力推進事業 維持 

産業振興部 商工課 施策 公共施設の機能向上 維持 

産業振興部 商工課 継続事務事業 野口英世青春広場管理運営事業 維持 

産業振興部 商工課 施策 商店街機能の強化 維持 

産業振興部 商工課 施策 環境整備・商店街づくり 維持 
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産業振興部 商工課 施策 まちづくり運動の展開 維持 

産業振興部 商工課 継続事務事業 中心市街地活性化事業 維持 

産業振興部 商工課 継続事務事業 株式会社まちづくり会津 維持 

産業振興部 商工課 施策 若年労働力の確保 維持 

産業振興部 商工課 継続事務事業 合同求人就職フェア事業 維持 

産業振興部 商工課 継続事務事業 会津若松産業雇用連絡協議会負担金 維持 

産業振興部 商工課 施策 中高年齢者の雇用促進 維持 

産業振興部 商工課 継続事務事業 県雇用開発協会負担金 維持 

産業振興部 商工課 施策 障害者の雇用促進 維持 

産業振興部 商工課 継続事務事業 県障害者雇用促進協会負担金 維持 

産業振興部 商工課 施策 女性の雇用の促進 維持 

産業振興部 商工課 継続事務事業 市育児・介護休業者生活資金利子補給金制度 維持 

産業振興部 商工課 施策 能力開発の促進 維持 

産業振興部 商工課 継続事務事業 技能功労者表彰制度 維持 

産業振興部 商工課 継続事務事業 会津職業訓練協会補助金 維持 

産業振興部 商工課 施策 福利厚生制度の充実 維持 

産業振興部 商工課 継続事務事業 市中小企業勤労者福祉サービスセンター補助金 維持 

産業振興部 商工課 継続事務事業 未組織労働者融資制度 維持 

産業振興部 商工課 継続事務事業 勤労青少年ホーム管理運営 維持 

産業振興部 商工課 継続事務事業 市求職者緊急支援資金利子補給金制度 維持 

産業振興部 商工課 継続事務事業 労働事情実態調査 維持 

産業振興部 農政課 施策 地域内食糧自給体制の確立 拡充 

産業振興部 農政課 継続事務事業 「地産地消」運動推進事業 拡充 

産業振興部 農政課 施策 地域ブランドの確立 拡充 

産業振興部 農政課 継続事務事業 園芸振興事業（地域ブランド育成事業） 拡充 

産業振興部 農政課 継続事務事業 園芸振興事業（園芸用パイプハウス設置促進事業） 維持 

産業振興部 農政課 継続事務事業 園芸振興事業（福島県青果物価格補償事業） 維持 

産業振興部 農政課 継続事務事業 特別栽培農産物認証制度等推進事業 維持 

産業振興部 農政課 継続事務事業 園芸振興事業（会津地方農業圏連携強化推

進協議会負担金） 

維持 

産業振興部 農政課 継続事務事業 園芸振興事業（園芸振興施設等導入事業） 終了 

産業振興部 農政課 施策 農業生産基盤の整備と優良農地の確保 維持 

産業振興部 農政課 継続事務事業 農業振興地域整備計画策定再編事業 維持 

産業振興部 農政課 継続事務事業 南原開発農地維持管理事業 維持 



 

 ２４

産業振興部 農政課 施策 地域農業担い手の育成 拡充 

産業振興部 農政課 継続事務事業 農業経営基盤強化促進対策事業 拡充 

産業振興部 農政課 継続事務事業 農地流動化奨励事業 維持 

産業振興部 農政課 継続事務事業 会津若松市農業経営資金利子補給金 維持 

産業振興部 農政課 継続事務事業 農業経営基盤強化資金利子助成金 維持 

産業振興部 農政課 継続事務事業 畜産振興事業（優良繁殖基礎牛導入事業） 維持 

産業振興部 農政課 継続事務事業 農業後継者対策事業 維持 

産業振興部 農政課 継続事務事業 畜産振興事業（県畜産振興協会負担金） 維持 

産業振興部 農政課 継続事務事業 畜産振興事業（全会津家畜衛生畜産振興協

議会負担金） 

維持 

産業振興部 農政課 継続事務事業 農業経営安定資金利子補給金 維持 

産業振興部 農政課 継続事務事業 災害資金利子補給金 維持 

産業振興部 農政課 継続事務事業 豪雪災害資金利子補給金 終了 

産業振興部 農政課 施策 集落営農体制による生産性の向上 維持 

産業振興部 農政課 継続事務事業 水田農業構造改革対策事業 維持 

産業振興部 農政課 継続事務事業 稲作振興事業（売れる米づくり条件整備事業） 維持 

産業振興部 農政課 継続事務事業 稲作振興事業（低コスト省力化米づくり促進事業） 維持 

産業振興部 農政課 継続事務事業 稲作振興事業（会津米品質向上対策事業） 維持 

産業振興部 農政課 継続事務事業 農業改良普及事業（農業振興協議会負担金） 維持 

産業振興部 農政課 継続事務事業 農事組合活動事業 維持 

産業振興部 農政課 施策 農業情報化の推進 維持 

産業振興部 農政課 継続事務事業 農業情報化推進業務 維持 

産業振興部 農政課 施策 都市住民との交流活動による地域農業の活性化 拡充 

産業振興部 農政課 継続事務事業 グリーン・ツーリズム支援事業 維持 

産業振興部 農政課 継続事務事業 市民農園等設置運営事業 維持 

産業振興部 農政課 継続事務事業 フルーツ・フラワーフェスティバル事業 維持 

産業振興部 農政課 施策 自然環境と調和した農業・農村の推進 拡充 

産業振興部 農政課 継続事務事業 稲作振興事業（環境にやさしい米づくり推進事業） 拡充 

産業振興部 農政課 継続事務事業 中山間地域等直接支払事業 維持 

産業振興部 農政課 継続事務事業 農業用使用済プラスチック適正処理事業 維持 

産業振興部 農政課 継続事務事業 アメリカシロヒトリ防除対策事業 維持 

産業振興部 農政課 施策 活力ある快適な農村生活環境の整備 維持 

産業振興部 農政課 継続事務事業 基幹集落センター管理運営費 維持 

産業振興部 農政課 継続事務事業 北会津農村環境改善センター管理運営費 維持 



 

 ２５

産業振興部 農政課 継続事務事業 （北）多目的農村広場管理運営費 維持 

産業振興部 農政課 継続事務事業 （北）ヘリポート管理運営費 維持 

産業振興部 農林課 継続事務事業 会津東山自然休養林整備事業 維持 

産業振興部 農林課 継続事務事業 県営経営体育成基盤整備事業門田第３地区 維持 

産業振興部 農林課 継続事務事業 県営経営体育成基盤整備事業双潟地区 維持 

産業振興部 農林課 継続事務事業 県営経営体育成基盤整備事業上三寄地区 維持 

産業振興部 農林課 継続事務事業 県営経営体育成基盤整備事業赤井地区 維持 

産業振興部 農林課 継続事務事業 県営経営体育成基盤整備事業 天満地区 維持 

産業振興部 農林課 継続事務事業 県営かんがい排水事業 日橋堰地区 維持 

産業振興部 農林課 継続事務事業 県営ため池等整備事業平下地区 維持 

産業振興部 農林課 継続事務事業 基幹水利施設管理事業 馬越頭首工地区 維持 

産業振興部 農林課 継続事務事業 国営造成施設管理体制整備促進事業 会津

南部地区 

維持 

産業振興部 農林課 継続事務事業 県営経営体育成基盤整備事業 原地区 維持 

産業振興部 農林課 継続事務事業 県営経営体育成基盤整備事業 小谷地区

（調査設計事業） 

維持 

産業振興部 農林課 継続事務事業 県営経営体育成基盤整備事業 小谷地区

（農用地等集団化事業） 

維持 

産業振興部 農林課 継続事務事業 県営経営体育成基盤整備事業 経沢地区

（調査設計事業） 

維持 

産業振興部 農林課 継続事務事業 国営かんがい排水事業 会津南部地区 維持 

産業振興部 農林課 継続事務事業 （北）県営かんがい排水事業 北会津地区

（調査設計事業） 

維持 

産業振興部 農林課 継続事務事業 （北）鶴沼川防災ダム管理事業（県及び協議会） 維持 

産業振興部 農林課 継続事務事業 （北）国営かんがい排水事業 会津宮川地区 維持 

産業振興部 農林課 継続事務事業 （北）県営農免農道整備事業 宮川 2 期地区 維持 

産業振興部 農林課 継続事務事業 （北）県営防災ダム事業 宮川地区 維持 

産業振興部 農林課 継続事務事業 （北）県営防災ダム事業 二岐地区 維持 

産業振興部 農林課 継続事務事業 （北）麻生新田堰 会津宮川土地改良区地区

編入促進事業 

終了 

産業振興部 農林課 継続事務事業 （北）県営河川応急緊急整備事業 下野堰地

区（調査設計事業） 

維持 

産業振興部 農林課 継続事務事業 土地改良事業 維持 

産業振興部 農林課 継続事務事業 有害鳥獣駆除事業 維持 



 

 ２６

産業振興部 農林課 継続事務事業 農業用用排水施設維持管理事業 維持 

産業振興部 農林課 継続事務事業 農村地域環境整備事業 維持 

産業振興部 農林課 継続事務事業 砂塵防止事業 維持 

産業振興部 農林課 継続事務事業 (北）農村公園維持管理事業 維持 

産業振興部 農林課 施策 森林の保全 維持 

産業振興部 農林課 継続事務事業 治山事業 維持 

産業振興部 農林課 継続事務事業 森林病害虫等防除事業 維持 

産業振興部 農林課 施策 森林整備の推進 拡充 

産業振興部 農林課 継続事務事業 市民と共生の森整備事業 拡充 

産業振興部 農林課 継続事務事業 森林整備地域活動支援事業 拡充 

産業振興部 農林課 継続事務事業 間伐促進事業 拡充 

産業振興部 農林課 施策 林産物の生産促進 維持 

産業振興部 農林課 継続事務事業 特用林ウルシ樹育成事業 維持 

産業振興部 農林課 施策 林業生産基盤の整備 維持 

産業振興部 農林課 継続事務事業 林業地域総合整備事業林道開設谷地平線 

（フォレストコミュニティ総合整備事業 林道開

設谷事業  林道谷地平線） 

維持 

産業振興部 農林課 継続事務事業 林業地域総合整備事業林道開設舟子線 

（フォレストコミュニティ総合整備事業 林道開

設事業林道舟子線） 

維持 

産業振興部 農林課 継続事務事業 林道維持管理事業 維持 

産業振興部 農林課 継続事務事業 林道用地整備事業 維持 

産業振興部 農林課 施策 林業担い手の育成 拡充 

産業振興部 農林課 施策 土地の有効利用の促進 維持 

産業振興部 農林課 継続事務事業 国土調査事業 維持 

産業振興部 農林課 継続事務事業 農道維持管理事業 維持 

産業振興部 農林課 継続事務事業 （北）農道台帳管理事業 維持 

産業振興部 農林課 継続事務事業 農道占用管理事業受付業務 維持 

産業振興部 農林課 継続事務事業 公共財産使用許可業務 維持 

産業振興部 農林課 施策 広域的な農道・林道の整備 維持 

産業振興部 農林課 継続事務事業 基幹農道整備事業（上三寄地区・上三寄 2 期地区） 維持 

産業振興部 農林課 継続事務事業 大規模林業圏開発林道事業 維持 

産業振興部 公設地方卸売市場 施策 新たな時代に対応した市場の形成 維持 

産業振興部 公設地方卸売市場 継続事務事業 地方卸売市場事業（特会） 維持 



 

 ２７

建設部 都市計画課 施策 総合的な都市計画の推進 維持 

建設部 都市計画課 継続事務事業 都市計画マスタープラン作成業務 拡充 

建設部 都市計画課 継続事務事業 都市づくり条例の制定 拡充 

建設部 都市計画課 継続事務事業 都市計画決定・変更 維持 

建設部 都市計画課 継続事務事業 都市計画制度の活用 維持 

建設部 都市計画課 継続事務事業 地図の作成、販売、管理 拡充 

建設部 都市計画課 施策 土地の適正利用の促進 維持 

建設部 都市計画課 継続事務事業 開発許可に関する業務 維持 

建設部 都市計画課 継続事務事業 土地利用規制対策 維持 

建設部 都市計画課 継続事務事業 建築確認申請受付前調査（都市計画法施行

規則 60 条証明） 

維持 

建設部 都市計画課 継続事務事業 建築確認に関する業務 維持 

建設部 都市計画課 継続事務事業 みなし道路整備事業 拡充 

建設部 都市計画課 施策 市民参加による景観形成の推進 維持 

建設部 都市計画課 継続事務事業 景観形成事業（景観形成ＰＲ事業） 維持 

建設部 都市計画課 継続事務事業 景観形成事業（景観形成地区指定事業） 維持 

建設部 都市計画課 継続事務事業 景観形成事業（景観協定地区支援事業） 拡充 

建設部 都市計画課 継続事務事業 景観形成事業（景観賞表彰事業） 維持 

建設部 都市計画課 施策 市街地景観の形成 維持 

建設部 都市計画課 継続事務事業 景観形成事業（大規模建築物等への助言、指導） 維持 

建設部 都市計画課 継続事務事業 屋外広告物対策事業（屋外広告物の規制・誘導） 維持 

建設部 都市計画課 施策 歴史的景観の形成 維持 

建設部 都市計画課 継続事務事業 景観形成事業（歴史的景観指定建造物の指定） 維持 

建設部 都市計画課 施策 自然景観の形成 維持 

建設部 都市計画課 継続事務事業 景観形成事業（自然景観指定緑地の指定） 維持 

建設部 都市計画課 施策 良質な宅地の供給 維持 

建設部 都市計画課 継続事務事業 （北）三本松地区宅地整備事業（特会） 維持 

建設部 都市計画課 施策 雪に強い住環境の整備推進 維持 

建設部 都市計画課 継続事務事業 住宅における屋根雪対策への意識高揚 維持 

建設部 都市計画課 施策 高速・高規格道路の整備 維持 

建設部 都市計画課 継続事務事業 会津地区東北横断自動車道建設促進期成同盟会 維持 

建設部 都市計画課 継続事務事業 福島県東北横断自動車道建設促進期成同盟会 維持 

建設部 都市計画課 継続事務事業 新鶴インターチェンジ建設促進協議会 維持 



 

 ２８

建設部 都市計画課 継続事務事業 会津縦貫南道路整備促進期成同盟会 維持 

建設部 都市計画課 施策 交通需要マネジメント施策の推進 維持 

建設部 都市計画課 継続事務事業 ＴＤＭ施策の推進 維持 

建設部 都市計画課 継続事務事業 西若松駅整備事業 維持 

建設部 花と緑の課 施策 身近な自然環境の整備 拡充 

建設部 花と緑の課 施策 自然に親しむ機会の充実 拡充 

建設部 花と緑の課 継続事務事業 背炙山公園整備事業 維持 

建設部 花と緑の課 継続事務事業 森と湖に親しむ旬間実行委員会負担金 維持 

建設部 花と緑の課 新規事務事業 野草ゾーン整備事業 Ａ 

建設部 花と緑の課 施策 花と緑の推進体制の整備 維持 

建設部 花と緑の課 継続事務事業 花と緑の推進事業（スタッフ運営） 維持 

建設部 花と緑の課 施策 花と緑の推進 維持 

建設部 花と緑の課 継続事務事業 花と緑の推進事業（花苗生産基地） 維持 

建設部 花と緑の課 継続事務事業 花と緑の推進事業（庁舎等の緑化・美化） 維持 

建設部 花と緑の課 継続事務事業 国際的ふるさと会津創生事業（公園緑化愛護会） 維持 

建設部 花と緑の課 施策 緑の基本計画に基づく都市環境の整備 維持 

建設部 花と緑の課 施策 鶴ケ城公園の整備推進 拡充 

建設部 花と緑の課 継続事務事業 鶴ヶ城公園整備事業 維持 

建設部 花と緑の課 継続事務事業 鶴ヶ城公園お濠浄化事業 維持 

建設部 花と緑の課 施策 会津総合運動公園の整備推進 維持 

建設部 花と緑の課 継続事務事業 会津総合運動公園整備事業 維持 

建設部 花と緑の課 継続事務事業 普通河川大土川整備事業 維持 

建設部 花と緑の課 施策 特色ある公園の整備 拡充 

建設部 花と緑の課 施策 墓園の整備 維持 

建設部 花と緑の課 継続事務事業 大塚山墓園整備事業（貸付墓地・納骨堂） 維持 

建設部 花と緑の課 継続事務事業 （北）真宮墓地公園貸付事業 維持 

建設部 花と緑の課 施策 身近な公園・広場の整備 維持 

建設部 花と緑の課 継続事務事業 一般公園管理 維持 

建設部 花と緑の課 継続事務事業 松長団地公園整備事業 休止 

建設部 花と緑の課 施策 水辺環境の整備 維持 

建設部 花と緑の課 新規事務事業 （北）阿賀川河川環境整備事業（蟹川緑地） Ｂ 

建設部 花と緑の課 継続事務事業 背あぶり山連絡道路除雪対策協議会負担金 維持 

建設部 区画整理課 施策 扇町土地区画整理事業の推進 拡充 
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建設部 区画整理課 継続事務事業 扇町土地区画整理事業 拡充 

建設部 区画整理課 施策 組合施行の土地区画整理事業への取り組み 維持 

建設部 区画整理課 継続事務事業 五月町土地区画整理事業への取組 維持 

建設部 区画整理課 継続事務事業 権現堰土地区画整理事業への取組 維持 

建設部 下水道課 施策 公共下水道の整備促進 維持 

建設部 下水道課 継続事務事業 下水道事業（特会） 維持 

建設部 下水道課 施策 衛生的な汚水処理の推進 維持 

建設部 下水道課 継続事務事業 個別生活排水事業(特会） 維持 

建設部 下水道課 継続事務事業 農業集落排水事業（特会） 維持 

建設部 下水道課 継続事務事業 浄化槽設置整備事業補助金 維持 

建設部 下水道課 継続事務事業 地域汚水処理施設整備事業 維持 

建設部 下水道課 継続事務事業 浄化槽事務 維持 

建設部 道路建設課 継続事務事業 交通安全施設整備事業（歩道更正工事） 維持 

建設部 道路建設課 施策 人と環境にやさしい道づくり 拡充 

建設部 道路建設課 継続事務事業 人にやさしいみちづくり歩道整備事業 拡充 

建設部 道路建設課 施策 自由に活動し安心して生活できる環境の整備 拡充 

建設部 道路建設課 施策 環状線を形成する都市計画道路の整備推進 拡充 

建設部 道路建設課 継続事務事業 身近なまちづくり支援街路事業稲荷山七日町線 維持 

建設部 道路建設課 継続事務事業 身近なまちづくり支援街路事業藤室鍛冶屋敷線 拡充 

建設部 道路建設課 継続事務事業 国道１１８号会津若松バイパス建設促進期成同盟会 維持 

建設部 道路建設課 施策 市街地のネットワークを図る都市計画道路の

整備推進 

拡充 

建設部 道路建設課 継続事務事業 都市計画道路インター南部幹線 拡充 

建設部 道路建設課 継続事務事業 都市計画道路高瀬東山線整備促進期成同盟会 維持 

建設部 道路建設課 施策 地域を連携する道路の整備促進 拡充 

建設部 道路建設課 継続事務事業 まちづくり交付金事業 維持 

建設部 道路建設課 継続事務事業 市道幹Ⅰ－１７号線道路整備事業 維持 

建設部 道路建設課 継続事務事業 市道幹Ⅰ－１９号線道路整備事業 拡充 

建設部 道路建設課 継続事務事業 市道門３－150 号線道路整備事業 維持 

建設部 道路建設課 継続事務事業 大塚山墓園関連市道整備事業（一箕 3-396・

幹Ⅰ-5 号線線） 

維持 

建設部 道路建設課 新規事務事業 八角地区道路整備事業（若 3-348・若 

3-400） 

Ｂ 
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建設部 道路建設課 継続事務事業 市道幹Ⅱ－２１号線道路整備事業（地間坂･

Ｈ１８開始予定） 

維持 

建設部 道路建設課 新規事務事業 （北）西部幹線道路整備事業（幹Ⅰ-32 号線） Ｂ 

建設部 道路建設課 継続事務事業 市道幹Ⅰ－２６号線道路整備事業 維持 

建設部 道路建設課 継続事務事業 市道門４－４１２号線道路整備事業 拡充 

建設部 道路建設課 継続事務事業 道路における緑化推進・憩いのスポット整備事業 維持 

建設部 道路建設課 継続事務事業 会津若松天栄間県道昇格促進期成同盟会 維持 

建設部 道路建設課 継続事務事業 国道１２１号改良促進期成同盟会 維持 

建設部 道路建設課 継続事務事業 会津若松熱塩加納自転車道促進期成同盟会 維持 

建設部 道路建設課 施策 生活道路の整備 維持 

建設部 道路建設課 継続事務事業 市道舗装整備５ケ年計画 維持 

建設部 道路建設課 継続事務事業 砂塵防止事業 維持 

建設部 道路維持課 施策 計画的な河川の整備 拡充 

建設部 道路維持課 継続事務事業 準用河川改修事業（第２沼川） 拡充 

建設部 道路維持課 継続事務事業 普通河川整備事業 拡充 

建設部 道路維持課 継続事務事業 会津治水事業促進期成同盟会 維持 

建設部 道路維持課 継続事務事業 （北）一級河川氷玉川・宮川流域整備促進期

成同盟会 

維持 

建設部 道路維持課 施策 雨水排水施設等の整備 拡充 

建設部 道路維持課 継続事務事業 溢水対策事業（水路改修事業） 維持 

建設部 道路維持課 継続事務事業 市道側溝整備事業 拡充 

建設部 道路維持課 施策 雨水流出の管理システムの整備 維持 

建設部 道路維持課 継続事務事業 溢水対策事業（水門電動化事業） 維持 

建設部 道路維持課 継続事務事業 河川水門等管理業務 維持 

建設部 道路維持課 継続事務事業 交通安全施設等整備事業 維持 

建設部 道路維持課 継続事務事業 環境用水確保事業 維持 

建設部 道路維持課 継続事務事業 河川浄化作業業務 維持 

建設部 道路維持課 継続事務事業 河川緑化作業業務 維持 

建設部 道路維持課 継続事務事業 法定外公共物管理事務事業 維持 

建設部 道路維持課 施策 道路維持管理の推進 拡充 

建設部 道路維持課 継続事務事業 道路維持修繕事業 拡充 

建設部 道路維持課 継続事務事業 道路管理事務事業 拡充 

建設部 道路維持課 継続事務事業 会津若松市道路愛護会 維持 
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建設部 道路維持課 継続事務事業 （北）国県道除草作業業務 維持 

建設部 道路維持課 施策 全市民一丸となった除排雪体制の推進 維持 

建設部 道路維持課 継続事務事業 会津若松除雪対策協力会 維持 

建設部 道路維持課 施策 除排雪体制の充実 拡充 

建設部 道路維持課 継続事務事業 除排雪対策事業 拡充 

建設部 道路維持課 施策 除排雪・防雪施設の整備促進 拡充 

建設部 道路維持課 継続事務事業 雪寒機械整備事業 拡充 

建設部 道路維持課 継続事務事業 防雪柵整備事業 拡充 

建設部 道路維持課 継続事務事業 消融雪施設整備事業 維持 

建設部 道路維持課 継続事務事業 流雪溝整備事業 休止 

建設部 道路維持課 継続事務事業 福島県雪対策協議会 維持 

建設部 道路維持課 新規事務事業 雪未来２００７(仮称） Ｂ 

建設部 道路維持課 継続事務事業 生活道路整備補助事業 維持 

建設部 建築課 施策 住宅環境整備の推進 拡充 

建設部 建築課 継続事務事業 公営住宅建替事業（周辺整備事業含む） 維持 

建設部 建築課 継続事務事業 公営住宅等維持管理事業 維持 

建設部 建築課 継続事務事業 高齢者向け優良賃貸住宅供給事業（民間供給） 維持 

建設部 建築課 新規事務事業 公営住宅大規模改善事業 Ｃ 

建設部 建築課 継続事務事業 公営住宅下水道切替事業 維持 

建設部 建築課 継続事務事業 公営住宅用地取得事業 維持 

合併対策室 支所・総務課 継続事務事業 （北）北会津中学校スクールバス運行経費 維持 

合併対策室 支所・総務課 継続事務事業 （北）税務協力員報酬 維持 

合併対策室 支所・総務課 継続事務事業 （北）車輌管理費（行政バス管理含） 維持 

合併対策室 支所・総務課 継続事務事業 （北）庁舎管理 維持 

合併対策室 まちづくり推進課 継続事務事業 （北）ホタル生息拡大事業 維持 

合併対策室 まちづくり推進課 継続事務事業 （北）町内会等関係費（北会津地域振興事業補助金） 維持 

合併対策室 まちづくり推進課 継続事務事業 （北）北会津地域緊急対応事業 維持 

合併対策室 まちづくり推進課 継続事務事業 （北）ホタル祭り実行委員会負担金 維持 

合併対策室 まちづくり推進課 継続事務事業 （北）北会津地域審議会に要する経費 維持 

合併対策室 まちづくり推進課 継続事務事業 （北）北会津地域まちづくり推進会議に要する経費 維持 

合併対策室 支所・住民福祉課 継続事務事業 （北）保育所マイクロバス運行管理事業 維持 

合併対策室 支所・住民福祉課 継続事務事業 （北）市立幼稚園マイクロバス運行管理事業 維持 

教育委員会 総務課 継続事務事業 旧小学校跡地利用事業 拡充 
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教育委員会 総務課 施策 学習活動への支援 維持 

教育委員会 総務課 継続事務事業 教育委員会表彰経費 維持 

教育委員会 総務課 施策 ゆとりある教育環境整備の推進 拡充 

教育委員会 総務課 継続事務事業 小学校維持管理費 維持 

教育委員会 総務課 継続事務事業 中学校維持管理費 維持 

教育委員会 総務課 継続事務事業 幼稚園維持管理費 維持 

教育委員会 総務課 継続事務事業 学校用地整理事業 維持 

教育委員会 総務課 新規事務事業 学校財務オンライン化事業 Ｂ 

教育委員会 総務課 継続事務事業 会津若松市小学校用務員代行業務委託事業 維持 

教育委員会 総務課 新規事務事業 北会津中学校改築事業 Ｂ 

教育委員会 総務課 新規事務事業 小中学校施設耐震化事業 Ｃ 

教育委員会 総務課 継続事務事業 教育委員会臨時的任用職員賃金 維持 

教育委員会 総務課 継続事務事業 スクールバス運行経費 維持 

教育委員会 総務課 継続事務事業 小中学校遠距離通学経費 維持 

教育委員会 総務課 継続事務事業 奨学資金給与金 維持 

教育委員会 学校教育課 施策 学校規模の適正化の推進 維持 

教育委員会 学校教育課 継続事務事業 通学区域検討委員会経費 維持 

教育委員会 学校教育課 継続事務事業 教科書指導書等購入費 維持 

教育委員会 学校教育課 継続事務事業 教材費 維持 

教育委員会 学校教育課 継続事務事業 スクールカウンセラー活用事業 維持 

教育委員会 学校教育課 継続事務事業 心の教室相談員活用事業 維持 

教育委員会 学校教育課 継続事務事業 適応指導・教育相談事業 維持 

教育委員会 学校教育課 継続事務事業 理科教育設備費 維持 

教育委員会 学校教育課 継続事務事業 部活動用楽器購入費 維持 

教育委員会 学校教育課 継続事務事業 小学校芸術鑑賞事業 維持 

教育委員会 学校教育課 継続事務事業 小中学校音楽祭開催事業 維持 

教育委員会 学校教育課 継続事務事業 小中学校児童生徒各種大会出場補助金 維持 

教育委員会 学校教育課 継続事務事業 修学旅行等児童生徒引率に要する経費 維持 

教育委員会 学校教育課 継続事務事業 少人数学級編制 維持 

教育委員会 学校教育課 施策 学校保健の充実 維持 

教育委員会 学校教育課 継続事務事業 学校環境衛生活動推進事業 維持 

教育委員会 学校教育課 継続事務事業 学校保健管理費（市立学校プール改修事業） 維持 

教育委員会 学校教育課 継続事務事業 学校保健管理費（健康診断等） 維持 
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教育委員会 学校教育課 継続事務事業 体育大会運営費 維持 

教育委員会 学校教育課 継続事務事業 体育活動援助費 維持 

教育委員会 学校教育課 施策 学校給食の推進 拡充 

教育委員会 学校教育課 継続事務事業 学校給食施設設備整備事業 維持 

教育委員会 学校教育課 継続事務事業 給食食器改善事業 維持 

教育委員会 学校教育課 継続事務事業 学校給食調理・洗浄業務委託事業 拡充 

教育委員会 学校教育課 継続事務事業 給食維持管理費 拡充 

教育委員会 学校教育課 新規事務事業 学校給食センター建設事業 Ｂ 

教育委員会 学校教育課 施策 教員研修制度の充実 維持 

教育委員会 学校教育課 継続事務事業 指導研究に要する経費 維持 

教育委員会 学校教育課 施策 就学援助の推進 維持 

教育委員会 学校教育課 継続事務事業 就学援助費 維持 

教育委員会 学校教育課 施策 地域の特色を学ぶ教育の推進 維持 

教育委員会 学校教育課 継続事務事業 総合的な学習支援事業 維持 

教育委員会 学校教育課 施策 環境教育の推進 維持 

教育委員会 学校教育課 施策 情報教育の推進 維持 

教育委員会 学校教育課 継続事務事業 教育用コンピュータ整備事業 維持 

教育委員会 学校教育課 継続事務事業 教育インストラクター派遣事業 維持 

教育委員会 学校教育課 施策 国際理解教育の推進 拡充 

教育委員会 学校教育課 継続事務事業 英語指導外国青年招致事業 維持 

教育委員会 学校教育課 施策 福祉教育の推進 維持 

教育委員会 学校教育課 施策 男女共同参画への啓発 維持 

教育委員会 学校教育課 施策 ボランティア活動の推進 維持 

教育委員会 学校教育課 施策 幼児教育の充実 維持 

教育委員会 学校教育課 継続事務事業 幼稚園就園奨励費補助 維持 

教育委員会 学校教育課 継続事務事業 私立幼稚園預かり保育推進事業 維持 

教育委員会 学校教育課 継続事務事業 幼児教育振興事業(子育て支援） 維持 

教育委員会 学校教育課 継続事務事業 市立幼稚園管理事業 維持 

教育委員会 学校教育課 継続事務事業 市立幼稚園振興事業 維持 

教育委員会 学校教育課 施策 私立学校の振興 維持 

教育委員会 学校教育課 継続事務事業 私立幼稚園運営費補助 維持 

教育委員会 学校教育課 継続事務事業 私立小中学校運営費補助 維持 

教育委員会 学校教育課 継続事務事業 私立高等学校運営費補助 維持 
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教育委員会 学校教育課 施策 相談及び指導・助言の推進 維持 

教育委員会 学校教育課 継続事務事業 心身障害児就学指導委員会経費 維持 

教育委員会 学校教育課 施策 学校と家庭・地域社会の連携推進 拡充 

教育委員会 学校教育課 継続事務事業 特別支援教育推進事業 維持 

教育委員会 学校教育課 継続事務事業 特殊学級関係費 維持 

教育委員会 学校教育課 施策 施設整備の推進 維持 

教育委員会 学校教育課 施策 学校と地域社会の連携推進 拡充 

教育委員会 学校教育課 新規事務事業 児童生徒安全対策事業 Ｂ 

教育委員会 学校教育課 継続事務事業 学校評議員設置事業 維持 

教育委員会 学校教育課 継続事務事業 教育用ポータルサイト設置事業 拡充 

教育委員会 学校教育課 施策 空き教室の活用 維持 

教育委員会 生涯学習課 施策 学習環境の整備 維持 

教育委員会 生涯学習課 継続事務事業 生涯学習推進事業（学びのまちネットワーク事業） 拡充 

教育委員会 生涯学習課 継続事務事業 生涯学習推進事業（生涯学習出前講座） 維持 

教育委員会 生涯学習課 継続事務事業 生涯学習推進事業（PTA 研修会） 維持 

教育委員会 生涯学習課 施策 多様な学習機会の確保 維持 

教育委員会 生涯学習課 施策 推進体制の充実 維持 

教育委員会 生涯学習課 継続事務事業 社会教育委員関係費 維持 

教育委員会 生涯学習課 継続事務事業 社会教育指導員設置費 維持 

教育委員会 生涯学習課 継続事務事業 子育て学習支援事業（子どもセンター事業） 維持 

教育委員会 生涯学習課 施策 社会教育活動の推進 維持 

教育委員会 生涯学習課 継続事務事業 子育て学習支援事業（家庭教育講座） 維持 

教育委員会 生涯学習課 継続事務事業 親子歴史ウォーク 維持 

教育委員会 生涯学習課 施策 社会教育施設等の整備充実 拡充 

教育委員会 生涯学習課 施策 青少年施設の整備充実 維持 

教育委員会 生涯学習課 継続事務事業 いにしえと夢の森整備事業 維持 

教育委員会 生涯学習課 継続事務事業 少年の家維持管理費 維持 

教育委員会 生涯学習課 継続事務事業 子どもの森維持管理費 維持 

教育委員会 生涯学習課 施策 生涯学習拠点施設の整備 拡充 

教育委員会 生涯学習課 継続事務事業 (仮称）生涯学習総合センター整備事業 維持 

教育委員会 生涯学習課 施策 生涯学習関連施設間のネットワーク化の促進 維持 

教育委員会 生涯学習課 施策 青少年の自主的活動の推進 維持 

教育委員会 生涯学習課 施策 青少年の健全育成 維持 
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教育委員会 生涯学習課 継続事務事業 青少年の心を育てる市民行動プラン事業 拡充 

教育委員会 生涯学習課 継続事務事業 少年センター運営費 維持 

教育委員会 生涯学習課 継続事務事業 子ども会育成会連絡協議会補助金 維持 

教育委員会 生涯学習課 継続事務事業 父母と教師の会連合会補助金 維持 

教育委員会 生涯学習課 継続事務事業 青少年健全育成事業（指導児講習会等） 維持 

教育委員会 生涯学習課 継続事務事業 青少年健全育成事業（こどもまつり等開催事業） 維持 

教育委員会 生涯学習課 継続事務事業 青少年健全育成事業（青少年育成市民会議事業） 維持 

教育委員会 生涯学習課 継続事務事業 成人式経費 維持 

教育委員会 生涯学習課 継続事務事業 青少年問題協議会費 維持 

教育委員会 文化課 施策 文化活動への市民意識の高揚 維持 

教育委員会 文化課 継続事務事業 少年劇場の開催 維持 

教育委員会 文化課 施策 市民の文化活動の促進 維持 

教育委員会 文化課 継続事務事業 郷土研究の奨励 維持 

教育委員会 文化課 継続事務事業 収蔵美術作品の管理 維持 

教育委員会 文化課 新規事務事業 文化センター改修事業 Ｂ 

教育委員会 文化課 施策 文化活動への参加や発表の機会の充実 維持 

教育委員会 文化課 継続事務事業 文化振興事業 維持 

教育委員会 文化課 継続事務事業 ふれあい美術展の開催 維持 

教育委員会 文化課 施策 文化振興財団による文化活動支援 維持 

教育委員会 文化課 継続事務事業 會津風雅堂管理委託 維持 

教育委員会 文化課 継続事務事業 文化センター管理委託 維持 

教育委員会 文化課 継続事務事業 芸術文化振興事業補助金 統合・再編

教育委員会 文化課 施策 史跡・名勝及び天然記念物の保存・整備 維持 

教育委員会 文化課 継続事務事業 院内御廟保存整備事業 維持 

教育委員会 文化課 継続事務事業 御薬園整備事業 維持 

教育委員会 文化課 継続事務事業 御薬園管理運営委託 維持 

教育委員会 文化課 継続事務事業 赤井谷地保存整備事業 維持 

教育委員会 文化課 継続事務事業 史跡若松城跡石垣保護事業 維持 

教育委員会 文化課 施策 埋蔵文化財の調査・保護の充実 拡充 

教育委員会 文化課 継続事務事業 鶴城地区コミニュティセンター試掘調査事業 終了 

教育委員会 文化課 新規事務事業 鶴城地区コミニュティセンター発掘調査事業 Ｂ 

教育委員会 文化課 継続事務事業 赤井地区県営ほ場整備事発掘調査事業 終了 

教育委員会 文化課 継続事務事業 小谷地区試掘調査事業 終了 
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教育委員会 文化課 継続事務事業 埋蔵文化財管理センター事業 維持 

教育委員会 文化課 継続事務事業 報告書作成事業 維持 

教育委員会 文化課 施策 遺跡等の保護活用 維持 

教育委員会 文化課 継続事務事業 大窪山墓地保存整備事業 維持 

教育委員会 文化課 施策 一般文化財の調査保存の推進 維持 

教育委員会 文化課 継続事務事業 自在院大般若経保存修理事業補助金 維持 

教育委員会 文化課 継続事務事業 登録文化財林家住宅保存修理事業補助金 終了 

教育委員会 文化課 継続事務事業 文化財調査事業 維持 

教育委員会 文化課 継続事務事業 文化財整備事業 維持 

教育委員会 文化課 施策 歴史や文化財とのふれあい・学習の推進 維持 

教育委員会 スポーツ振興室 施策 多様なニーズに対応したスポーツ実践活動の充実 維持 

教育委員会 スポーツ振興室 継続事務事業 スポーツボランティア養成事業 拡充 

教育委員会 スポーツ振興室 継続事務事業 ニュースポーツ振興事業 維持 

教育委員会 スポーツ振興室 継続事務事業 社会体育事業(各種市民大会の開催） 維持 

教育委員会 スポーツ振興室 施策 各競技団体の充実強化による競技スポーツの振興 維持 

教育委員会 スポーツ振興室 継続事務事業 社会体育事業（スポーツ大会等出場激励金） 維持 

教育委員会 スポーツ振興室 施策 住民主導の総合型地域スポーツクラブの育成 拡充 

教育委員会 スポーツ振興室 継続事務事業 総合型地域スポーツクラブ育成事業 拡充 

教育委員会 スポーツ振興室 施策 生涯スポーツの基礎を培う学校体育・スポーツの充実 維持 

教育委員会 スポーツ振興室 施策 スポーツ交流の推進 維持 

教育委員会 スポーツ振興室 継続事務事業 スポーツ交流の推進 維持 

教育委員会 スポーツ振興室 施策 指導者の発掘と養成及び活用の促進 維持 

教育委員会 スポーツ振興室 継続事務事業 社会体育事業（体育指導委員の委嘱） 維持 

教育委員会 スポーツ振興室 施策 団体組織の充実 維持 

教育委員会 スポーツ振興室 継続事務事業 社会体育事業（市体育協会運営補助金及び

事務局事務） 

維持 

教育委員会 スポーツ振興室 継続事務事業 社会体育事業（スポーツ少年団運営補助及

び事務局事務） 

維持 

教育委員会 スポーツ振興室 継続事務事業 社会体育事業（市町村体育協会会津地域連

合会負担金及び事務局事務） 

維持 

教育委員会 スポーツ振興室 継続事務事業 社会体育事業（北会津管内体育指導委員連

絡協議会負担金及び事務局事務） 

維持 

教育委員会 スポーツ振興室 継続事務事業 社会体育事業（会津体育協会事務局事務） 維持 

教育委員会 スポーツ振興室 継続事務事業 社会体育事業（福島県スポーツ少年団本部 維持 
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会津支部の部の事務局事務） 

教育委員会 スポーツ振興室 施策 中核的な公共スポーツ施設の整備充実 維持 

教育委員会 スポーツ振興室 継続事務事業 県営武道館の誘致 維持 

教育委員会 スポーツ振興室 施策 身近なスポーツ施設の有効活用 維持 

教育委員会 スポーツ振興室 継続事務事業 市民ふれあいスポーツ広場整備事業 拡充 

教育委員会 スポーツ振興室 継続事務事業 学校体育施設開放事業 維持 

教育委員会 スポーツ振興室 継続事務事業 （北）小松原多目的運動場運営 維持 

教育委員会 スポーツ振興室 施策 野外活動施設の整備充実 維持 

教育委員会 スポーツ振興室 施策 スポーツ情報提供システムの整備 拡充 

教育委員会 スポーツ振興室 継続事務事業 スポーツ情報提供システムの整備 拡充 

教育委員会 中央公民館 継続事務事業 社会教育活動の充実（視聴覚ライブラリー事業） 維持 

教育委員会 中央公民館 施策 公民館活動の環境整備 維持 

教育委員会 中央公民館 継続事務事業 中央公民館事業 維持 

教育委員会 中央公民館 継続事務事業 中央公民館分館事業 維持 

教育委員会 北公民館 継続事務事業 北公民館事業 維持 

教育委員会 南公民館 継続事務事業 南公民館事業 維持 

教育委員会 大戸公民館 継続事務事業 大戸公民館事業 維持 

教育委員会 一箕公民館 継続事務事業 一箕公民館事業 維持 

教育委員会 東公民館 継続事務事業 東公民館事業 維持 

教育委員会 湊公民館 継続事務事業 湊公民館事業 維持 

教育委員会 北会津公民館 継続事務事業 北会津公民館事業 維持 

教育委員会 中央公民館 新規事務事業 中央公民館神指分館改修事業 Ｂ 

教育委員会 会津図書館 施策 図書館の環境整備 維持 

教育委員会 会津図書館 継続事務事業 図書館管理運営事業 維持 

教育委員会 会津図書館 継続事務事業 資料整備事業 維持 

教育委員会 会津図書館 継続事務事業 奉仕活動事業 維持 

教育委員会 会津図書館 継続事務事業 図書館電算事業 維持 

教育委員会 会津図書館 継続事務事業 移動図書館運営事業 維持 

教育委員会 会津図書館 継続事務事業 図書館事業 維持 

教育委員会 会津図書館 継続事務事業 図書館協議会 維持 

教育委員会 会津図書館 継続事務事業 遠藤惠也図書購入基金事業 維持 

水道部 施策 上水道の整備 維持  

水道部 継続事務事業 上水道の整備 維持 
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会計課 継続事務事業 会計管理に要する経費 維持 

会計課 継続事務事業 収入管理に要する経費 維持 

議会事務局 継続事務事業 会津若松市の市政の発行 維持 

議会事務局 継続事務事業 議会広報の発行 維持 

議会事務局 継続事務事業 各委員会行政調査旅費 維持 

議会事務局 継続事務事業 政務調査費 維持 

監査事務局 継続事務事業 福島県都市監査委員会負担金 維持 

選挙管理委員会 継続事務事業 選挙啓発推進運営費 拡充 

選挙管理委員会 新規事務事業 市議会議員及び市長選挙経費 Ａ 

選挙管理委員会 新規事務事業 県議会議員選挙経費 Ａ 

農業委員会 継続事務事業 農地保有合理化事業 維持 

農業委員会 継続事務事業 農用地利用調整特別事業 維持 
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