
令和２年６月補正予算の概要
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郡 山 市
令和２年６月８日

□まめに手洗い・手指消毒 □咳エチケットの徹底 □こまめに換気
□身体的距離の確保 □「３密」の回避（密集、密接、密閉）
□毎朝で体温測定、健康チェック。発熱又は風邪の症状がある場合はムリせず自宅で療養

〇日常生活を営む上での基本的生活様式

感染拡大を防止するため 新しい生活様式 を実践しよう！

（出典：厚生労働省ウェブサイト）

～ 新しい生活様式 定着予算 ～

【令和２年郡山市議会６月定例会提出議案概要】



（１）提出議案の概要

○ 予算議案 ４件

（一般会計、国民健康保険、介護保険）

○ 条例議案 11件

（郡山市税条例の一部を改正する条例 ほか）

〇 その他議案 23件
（工事請負契約について ほか）

１ 令和２年６月定例会提出議案の概要
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一般会計 34億6,770万9千円

累 計 1,809億6,139万3千円

特別会計 7,717万7千円

累 計 986億8,855万6千円

合 計 35億4,488万6千円

累 計 2,796億4,994万9千円

（２）補正予算案
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（３）補正予算案の内容
６月補正予算案につきましては、国の「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」への

対応に要する経費のほか、懸案事項の早期解決のため関係機関との調整に進捗が図られた
事業、新たな行政課題や市民生活の需要への対応に要する経費を計上しました。

新型コロナウイルス感染症緊急経済対策 16億1,561万円

事態の早期収束と収束後の力強い
回復基盤の構築

事態収束後の反転攻勢に向けた
需要喚起と社会変革の推進

第１段階「緊急支援フェーズ」 第２段階「Ｖ字回復フェーズ」

Ⅰ 感染症拡大防止策と医療提供体制の整備

Ⅱ 雇用の維持と事業の継続
Ⅳ 強靱な経済構造の構築

Ⅲ 次の段階としての官民を挙げた
経済活動の回復

予算額 ２億7,135万円
〇新型コロナウイルス感染症対策の推進
〇介護・障害福祉サービス事業者のサービス継続に
対する支援

〇給食調理事業者等の支援
など

予算額 １億3,547万円

〇児童生徒の栄養支援と郡山産の鯉の消費拡大
〇畜産農家の事業継続を支援
〇宿泊施設誘客促進事業
〇コンベンション参加おもてなし事業
〇路線バスやタクシーの感染症対策を支援
〇学校図書館の充実

予算額 ８億9,371万円

〇子供の学びを保障するＩＣＴ整備
〇ＩＣＴの活用による働き方改革の推進

懸案事項の早期解決、新たな行政課題や市民生活の需要への対応など 18億5,210万円

〇損壊家屋等の解体・撤去の推進 など 4

予算額 ３億1,508万円
〇学校給食費の補助による保護者の負担軽減



〇新型コロナウイルス感染症対策の推進 ２億2,718万円
～防疫対策事業、新型コロナウイルス対策医療機関支援事業～ 財源区分：補助 国 1/2等

新

Ⅰ 感染症拡大防止策と医療提供体制の整備

（保健所地域保健課）

保健所検査課

市発熱外来診療所 帰国者・接触者外来

発熱患者

県機関・民間検査機関

②⾏政検体検査委託

保 健 所

①検体搬送
業務委託

検体採取

民間検査機関

＜ＰＣＲ検査に関する経費＞
①検体搬送業務委託 368万円
②行政検体検査委託 6,809万円
（県機関・民間検査機関）
③保険診療報酬 2,939万円
（ＰＣＲ行政検査診療報酬）

＜入院に要する経費＞
④患者搬送業務委託 396万円
⑤入院医療費 1億920万円
（感染症法による勧告入院）

＜非対面診療の導入に要する経費など＞
・非対面診療導入の補助 300万円
（タブレット端末購入など）
・消耗品 40万円
（救急車患者隔離搬送用
フードなど） など

行政検査・公費負担

ＰＣＲ検査

③保険診療報酬

民間医療機関

医療機関検査・医療保険適用

陽性患者発⽣
⑤⼊院医療費

県⽴医⼤病院

いわき市医療ｾﾝﾀｰ

会津医療ｾﾝﾀｰ

⽩河厚⽣総合病院

福島⾚⼗字病院

公⽴岩瀬病院

④患者搬送業務委託

新型コロナウイルス感染症発生の予防及びまん延防止のため、ＰＣＲ検査・入院等に要
する経費などに対し公費負担するほか、医療機関における非対面診療の導入を支援します。

予算内容など
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Ⅰ 感染症拡大防止策と医療提供体制の整備

〇休業した介護・障害福祉サービス事業者の
サービス継続に対する支援

545万円

～老人福祉施設等防災対策補助事業、障害福祉サービス確保支援事業～

新

通所系サービス事業所内で新型コロナウイルス感染が判明し、本市が休業要請を行った
場合等に、サービス利用者の日常生活に必要なサービスを確保するため、休業要請対象等
事業所が、訪問等によりサービスを提供する取組に対し支援します。

（介護保険課、障がい福祉課）

【利用者宅への訪問のための経費】
・自動車のリース、自転車の購入費用など

【損害賠償保険の加入料】
・訪問系のサービス実施に係る損害賠償保険の加入料

【衛生用品の追加購入】
・訪問する職員のマスク、手袋、体温計など

【研修ヘルパー同行への謝金】
・通所系事業所の職員がホームヘルプサービスを提供する際に、既存の

訪問系サービスのヘルパーの研修を受けて、ノウハウを学ぶ際の謝金

【安否確認用用品】
・ICTを活用した安否確認等を行うための利用者宅のタブレット端末の

リース費用など

通所系サービスから訪問系サービス移行にあたっての主な経費 予算内容など

事業所
介護福祉
サービス
事業所

障害福祉
サービス
事業所

予算額 403万円 142万円

対象事業
所数

215箇所 119箇所

財源区分：補助 国 2/3
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Ⅰ 感染症拡大防止策と医療提供体制の整備

〇学校臨時休業により減収となった
給食調理事業者等を支援

1,448万円

～小・中学校給食に要する経費～ 財源区分：補助 国 3/4

新

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、小・中・義務教育学校の臨時休業により
学校給食が中止となり、既に発注されていた主食及び牛乳がキャンセルされるなどの影響
で、売り上げが減少した給食調理事業者等に対し、経営維持と今後の安定的な学校給食の
提供のため補助金を支給します。

補助対象事業者

主食（パン・麺・米飯）及び牛乳の最終加工、納品事業者

補助金額

種別 事業者数 金額

パン・米飯 ９社 7,295,000円

麺 ３社 924,000円

牛乳 １社 6,259,000円

合 計 １３社 14,478,000円

（学校管理課） 7



〇学校給食費への財政支援による
保護者の負担軽減

３億1,508万円

～小・中学校給食に要する経費～ 財源区分：臨時交付金

新

新型コロナウイルス感染症の収束が見えない状況の中、今後においても収入の減少や感
染症対策費用の増加など、児童・生徒の各家庭において様々な影響が考えられることから、
財政支援により、保護者が負担する第２学期における給食費の２分の１を軽減します。

対象者

市立小・中・義務教育学校に通う児童・生
徒を養育する保護者
（給食費を負担している家庭）

内 容

8（学校管理課）

期 間： 第２学期（８月～12月）
軽減割合： ２分の１

軽減額等

Ⅱ 雇用の維持と事業の継続

平均給食費
（１食）

給食提供
予定日数

一人当たり
給食費Ⓐ

一人当たりの
軽減額Ⓑ

（Ⓐ×1/2）

対象児童・生徒
見込み数Ⓒ

予算額
Ⓑ×Ⓒ

小学校（例） 306円 86日 26,316円 13,158円 15,000人 197,370,000円

中学校（例） 365円 86日 31,390円 15,695円 7,500人 117,712,500円

合　計 22,500人 315,082,500円

※就学援助対象者については給食費を全額補助しているため対象児童・生徒見込み数には含まれておりません。
※小学校には、義務教育学校前期課程、中学校には義務教育学校後期課程を含みます。



鯉はビタミンB1がとても豊富で
魚介類の中ではトップクラス。
また、良質なタンパク質は、疲労

回復、筋肉強化、免疫力向上などに
役立つといわれ、100g当たりのタンパク質の含有量は
17.7gで、牛肩ロース肉（13.8g）より多く含まれています。

※タンパク質等含有量は、文部科学省「日本食品標準成分表」引用

Ⅲ 次の段階としての官民を挙げた経済活動の回復

〇対象 市立学校の児童・生徒等 ２６，０００人
〇内容
◆児童・生徒の栄養支援と鯉の消費拡大
・郡山産鯉（加工品）を市立学校の給食の食材として提供
小学生（40ｇ/食） 17,000食 ３回
中学生（60ｇ/食） 9,000食 ３回

◆鯉の魅力発信
・調理学校等の協力のもと、学校給食用のメニューを開
発・提供し、児童・生徒に鯉の美味しさを知ってもらう

〇効果
・児童・生徒の栄養バランスの確保
・郡山産鯉の消費拡大
・郡山産鯉の魅力の発信

〇学校給食の充実による児童・生徒の
栄養支援と郡山産の鯉の消費拡大

1,429万円

～鯉６次産業化プロジェクト事業～ 財源区分：補助 県 10/10

拡

栄養価の高い郡山産の鯉を、小中学校の学校給食のメニューとして提供し、児童・生徒
の栄養支援に向けた学校給食の充実を図るとともに、需要が落ち込んでいる郡山産の鯉の
消費拡大による生産者等の事業継続を支援します。

（園芸畜産振興課）

〇背景
・ウイルスに負けない体づくりのため、良質なたんぱく質の
摂取等、栄養バランスに配慮した食生活が求められている

・外食業等を主な流通先とする郡山産鯉の消費（販売量）が
減少し、市内の鯉生産者の事業継続へ影響が生じている

市

学校・
給食センター

鯉生産者及び
納入業者

①
発注

②
納品

③請求

④支出

美味しい鯉メニューで
ファンを増やす

日本調理技術
専門学校の協力のもと
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Ⅲ 次の段階としての官民を挙げた経済活動の回復

〇畜産農家の事業継続を支援 300万円

～畜産経営改善事業～ 財源区分：臨時交付金

拡

新型コロナウイルス感染症の影響により、牛肉の需要及び価格が下落し、厳しい資金繰
りとなっている肥育農家（※）の事業継続と、将来的な本市産牛肉の安定的な供給体制を
確保するため、子牛の購入支援を拡充します。

（園芸畜産振興課）

【農林水産省統計部 食肉卸売市場調査】

【子牛農家】 【肥育農家】

【販売店・飲食店・旅館等】

価格の下落

〇補助内容
肥育農家の子牛購入にかかる

費用への補助率の拡充

〇補正額 300万円

〇補助率等
購入費の10分の１から

↓
10分の２へ拡充

〇効果
・肥育農家の事業の継続
・子牛農家への影響緩和
・肉牛の安定的な供給

※肥育農家：購入した食肉用牛の子牛を飼育し、肉量の増や肉質の向上を図り枝肉として出荷する農家

飲食・宿泊業の
休業等による

需要減

〇〇ホテル
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国 福島県 郡山市

販売促進

労働力
確保

制度資金

水産振興

畜産振興

事業継続
雇用支援

Ⅲ 次の段階としての官民を挙げた経済活動の回復

（園芸畜産振興課）

【農林水産業への主な支援策】

国産農林水産物等販売促進緊急対策

農業労働力確保緊急支援事業

国産農林水産物等販売促進緊急対策

水産業労働力確保緊急支援事業

感染症対策のための金融支援事業

肉用子牛流通円滑化等緊急対策

生乳需給改善促進事業

持続化給付金

雇用調整助成金

生産者支援オンラインストア
キャンペーン事業

農林漁業セーフティネット資金

県産水産物学校給食提供推進事業

県産牛肉学校給食提供推進事業

福島県産新型コロナウイルス
感染症拡大防止給付金

【5月臨時会】
あさか舞おうち子どもサポート事業

郡山市農業振興資金利子補給事業

水産振興奨励費

畜産経営改善対策費

【5月臨時会】
農商工連携就業機会創出事業

郡山産農産物等販売促進事業

【ゼロ予算】ONE TEAM こおりやま
広域圏！「食の応援」掲示板

【6月補正】学校給食への郡山産鯉の

提供による児童・生徒の栄養支援

【予備費】小中学校への牛乳の提供

による児童・生徒の栄養支援

花いっぱいプロジェクト

【6月補正】 畜産経営改善事業費

肥育農家への子牛購入支援の拡大

認定農業者へ情報提供

5月臨時会当初予算等 6月補正予備費

11
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予算額 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月～

熱海温泉使用料の減免

宿泊施設の上下水道基本料
金の減免

宿泊・飲食業等応援クラウ
ドファンディング事業

1,900万円

テレワーク滞在支援補助金 480万円

テイクアウト事業等開始応
援補助金

1,300万円

５
月
専
決

新しい生活様式対応宿泊・
飲食等事業継続補助金

1億7,200万円

宿泊施設誘客促進事業
補助金

7,200万円

1億2,000万円

1兆7,000億円

フェーズ等 事業名等

５
月
臨
時
会

緊
急
支
援

固
定
費
・
資
金
調
達

段
階
的
な

経
済
活
動
の
再
開

経
営
体
質
強
化

福島県

国（Go To travel キャンペーン）

Ｖ
字
回
復

観
光
誘
客

コンベンション参加
おもてなし事業補助金

2,180万円

６
月
補
正

今後の国・県の観光誘客キャンペーンや

感染症収束状況等を踏まえ順次対応

事業実施
感染症収束状況やコンベン

ション開催の意向等を踏ま

えた準備作業

５
月
臨
時
会

５
月
専
決

６
月
補
正

８月１日

全国的な観光自粛

の解除の目途

県内宿泊キャンペーン予備費 ※６月補正等でさらに拡充予定

Ⅲ 次の段階としての官民を挙げた経済活動の回復

〇新しい生活様式への転換による
観光業等Ｖ字回復へのロードマップ

9,380万円

～観光誘客事業、コンベンション都市推進事業～ 財源区分：臨時交付金

拡

新しい生活様式へ対応した段階的な経済活動の再開に向けて、感染症拡大防止と観光誘
客促進等を図りながら、Ｖ字回復フェーズを見据えた観光業支援を進めます。

（観光課） 12



Ⅲ 次の段階としての官民を挙げた経済活動の回復

８月１日
全国的な観光自粛

の解除の目途

５月14日
本県の緊急事
態宣言の解除

大規模な市内開催のコンベン
ションに参加する宿泊者へのおも
てなしと本市の飲食や物産の魅力
発信のため、市内飲食店等で利用
できる商品券を配布し、併せて消
費誘導による地域経済の活性化を
図ります。

〇対象者：MICE参加者（宿泊者）
〇対象経費等：
・市内商店等で利用できる商品
券

・宿泊者１名当たり2,000円分
〇実施主体：郡山ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝﾋﾞｭｰﾛｰ

「新しい生活様式」に対応するため
新型コロナウイルス感染拡大予防対策
を講じて営業を継続・再開する事業者
を支援します。

〇対象者：市内の宿泊業・飲食業・
小売業・生活関連サービス
業・娯楽業を営む事業者

〇対象経費：
感染防止対策に要する費用

〇補助額：宿泊事業者（最大300万円）
飲食事業者（最大30万円）

その他の事業者（上限10万円）

緊急事態宣言解除に伴う段階的
な制限緩和に合わせ、市内宿泊施
設の利用促進と地域経済の活性化
を促すため、宿泊懸賞事業等、観
光誘客の取組みを支援します。

〇対象者 ：市内の宿泊事業者
〇事業内容：

宿泊施設で実施する誘客促進
事業（懸賞等）への支援

〇対象経費等：
懸賞商品等事業の５分の４

〇実施主体：郡山市観光協会

【福島県】
新型コロナウイルス感染症拡大防止

協力金・支援金

【国】
中小企業生産性革命推進事業の特別

枠の拡充（２次補正）
・感染症防止措置等の補助金の上限
の引上げ等が行われる予定

≫ 段階的な移動自粛の解除 ≫
段階的な経済活動の再開
・感染症対策など安全な受入環境の確保
・移動自粛対象外地域からの観光誘客の促進

緊急
支援

≫ 国内移動自粛の解除 ≫
Ｖ字回復フェーズ

・全国からの観光誘客

（観光課）

〇新しい生活様式対応宿泊・飲食
等事業継続補助金

【５月専決】１億7,200万円

〇宿泊施設誘客促進事業
補助金

【６月補正予算】7,200万円

〇コンベンション参加者
おもてなし事業補助金

【６月補正予算】2,180万円

感
染
症
収
束
状
況
等
に
応
じ
て
、
さ
ら
な
る
観
光
誘
客
事
業
を
展
開

【磐梯熱海温泉足湯】 【郡山ユラックス熱海 多目的ホール】
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Ⅲ 次の段階としての官民を挙げた経済活動の回復

対 象 一般乗合旅客自動車運送業事業者（路線バス）※高速バスを除く
一般乗用旅客自動車運送業事業者（タクシー）

補助額

補助率 ２/３

対象経費 車両等の感染症防止対策に要する費用
・車両等の消毒液・用品
・運転席等の遮蔽に要する費用等

対象期間 令和２年４月１日～７月31日（４か月）

路線バスやタクシーの感染症対策を支援 1,139万円

～公共交通安全安心利用対策事業～ 財源区分：臨時交付金

新

市民の足として利用されている路線バスやタクシーを安全・安心に利用できるよう、公
共交通事業者が行う車内の消毒や運転手の防護等に要する費用の一部を助成します。

（総合交通政策課）

対象者 車両台数
車両１台当たり

の補助額
補助上限額

路線バス事業者 141 ３万円 １事業者
300万円タクシー事業者 539 １万５千円

運行ごとにバス車内の手すりや肘掛けを消毒

14



〇子供の学びを保障するＩＣＴ整備 ７億5,897万円

～小・中学校未来を拓く教育の情報化推進事業費～ 財源区分：下記のとおり

拡

¥¥

１人１台端末整備 3,182万円（補助 国45千円/１台）

☆小・中・義務教育学校に
16,366台の タブレット
端末を追加整備し、１人
１台の端末環境を実現

オンライン学習環境整備 258万円（補助 国1/2）

☆小・中・義務教育学校に558台の
webカメラを整備し、web会議シス
テム等を活用したオンライン学習
環境を実現

タブレット端末を活用した個別支援の充実と臨時休業等における子供たちの学びを
保障する環境を実現するため、「１人１台端末」「高速通信ネットワーク」「オンライ
ン学習環境」を一体的に整備し、全ての子供たちに最適な学習環境を提供します。

（教育研修センター）

Ⅳ 強靱な経済構造の構築

15

高速通信ネットワーク整備 7億2,457万円（補助 国1/2・市債90％）

☆高速大容量（1Gbps）の通信ネットワークを整備し、１人１台
端末を快適に活用できる環境を実現

16億9,116万円

（内訳） 国庫補助金（事業者へ） ７億3,647万円

市負担分（５年総額） ９億5,469万円

（参考） Ｒ２予算額（２か月分） 3,182万円

総事業費（５年リース）



Ⅳ 強靱な経済構造の構築

〇ＩＣＴの活用による働き方改革の推進 １億3,474万円

～ＩＣＴを活用した働き方改革推進事業～ 財源区分：単独

拡

テレワークの環境とテレビ会議専用機器を整備し、「新しい生活様式」による市役所の
多様な働き方を推進します。

（ソーシャルメディア推進課）

１.テレワーク⽤パソコンの追加整備 1億3,385万円
 テレワークに活用できる業務用ＰＣを６００台整備

 セキュリティを確保した環境で、どこでも業務が可能

 地方公務員向けテレワークの導入費用にかかる特別交付税
措置を活用（措置率1/2）

◆テレワーク活⽤のメリット
・「働き⽅の新しいスタイル」に対応
・通勤時間削減によるワークライフバランスの向上
・パンデミックや⾃然災害時でも業務継続可能

２.テレビ会議システム専⽤機器の整備 89万円

例：在宅勤務

 専用機器導入によるテレビ会議環境の常設化

 導入台数 ２台

 導入済みのシステムと合わせ、シーンに応じた活用により
テレビ会議のさらなる推進を図る

◆活⽤シーンイメージ
・拠点間を結ぶ会議（対策本部等）
・ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞとして情報共有
・会議の中継（庁議等）

３.スケジュール
6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

テレワーク環境

テレビ会議システム

2020年度

〇入札の公告

〇入札の公告

〇契約

〇契約

〇納品

〇納品

テレワークの拡充

（ﾓﾊﾞｲﾙﾜｰｸ、ｻﾃﾗｲﾄﾜｰｸ、在宅ワーク）

専用機器によるテレビ会議

どこからでも庁内と同様の
環境で業務が可能

家事や家族との
時間として活⽤
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〇損壊家屋等の解体・撤去を推進 10億7,728万円

～災害等廃棄物処理事業～ 財源区分：補助 国 1/2 市債等

拡

令和元年東日本台風により、被災した損壊建物等の解体・撤去を推進するとともに、
災害ごみの処分及び災害廃棄物仮置場の復旧等を行います。

（３Ｒ推進課）

対 象
罹災証明で、全壊、大規模半壊、半壊の判定を
受けた家屋等

補正額

公費解体分（130件→425件） 9億5,636万円

自費解体分（20件→45件） 7,175万円
（所有者が自費で行った解体・撤去に対する費用償還）

災害ごみの処分及び仮置場復旧等 4,917万円

仮置場名

・富久山クリーンセンター
・河内クリーンセンター
・富久山スポーツ広場
・逢瀬スポーツ広場
・旧夏出分校 など

被災した家屋の解体作業

災害ごみの処分(富久山スポーツ広場)

17

ＳＤＧｓ 未来都市 郡山（気候変動対応型まちづくりの推進）



気候変動対応に向けた地域防災力の向上 3,943万円
～防災情報発信事業～ 財源区分：市債
～災害時用備蓄品整備事業～ 財源区分：単独

拡

（防災危機管理課）

郡山市防災情報伝達システム子局149箇所の故障
等への迅速な対応を図るため、修繕用機器及び
予備機器を整備し、防災体制を強化

【予備機器等 ３機】
放送装置筐体、通信
制御基板、レベル基
板、放送用マイク、
アンプ（120/240W)、
バッテリー、通信用
ルータ（アンテナ、
延長ケーブル）など

令和元年東日本台風で市民に提供した備蓄品の補
充及び新たに必要とされる物品の購入等、備蓄体
制を強化

【備蓄品】
・毛布類（タオルケット等）・おかゆ
・副食品 ・防災伝言シート など

近年の気候変動に伴う大規模災害の発生に備えるため、防災情報伝達システムの予備機器
等の整備、備蓄品を充実させ、地域防災力の向上を図ります。

災害時用備蓄品整備事業 2,727万円防災情報発信事業 1,216万円

（災害用の備蓄品） （防災伝言シート）
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ＳＤＧｓ 未来都市 郡山（気候変動対応型まちづくりの推進）



震災から10年、本市の復興の歩みを記録 784万円

～東日本大震災アーカイブ事業～ 財源区分：単独

新

2011年３月11日に発生した東日本大震災から10年を迎えるにあたり、本市の被害状況や
災害対応、さらには復旧・復興に向けた取組み等について、記憶を風化させることなく、
今後の教訓に残します。

（防災危機管理課）

【事業内容】

〇震災から10年、復興の歩み記録作成
・震災からの10年間の復興までの歩みを
台風、新型コロナ等の対応状況等もま
じえながら、ビジュアル的に振り返る
記録誌作成。

〇東日本大震災からの歩み展示会の開催
・市民から募集した東日本大震災の関連
物品等及び写真等を展示したパネル展
の開催。

◇震災から10年
～節目としての震災からの復興の歩み等の総括～

東日本大震災の発災 発災２年の記録と歩み

ＳＤＧｓ 未来都市 郡山（気候変動対応型まちづくりの推進）
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〇湖南地区の指定避難所(湖南小中学校)に
太陽光発電、蓄電池、ＬＥＤ照明を導入

6,296万円

～中学校施設環境整備事業～ 財源区分：下記のとおり

拡

気候変動に対応するため、湖南地区の指定避難所（湖南小中学校）に太陽光発電及び蓄
電池を導入し、災害時における電力確保を図るととともに、屋内運動場にＬＥＤ照明を導
入することで、平常時での温室効果ガス排出抑制を図ります。

１ 予算内容
太陽光発電設備等設置工事

２ 工事内容及び設置場所
◆ 太陽光発電設備
・容 量：10キロワット
・設置場所：中学校南校舎屋上

◆ 蓄電池
・容 量：15.4キロワットアワー
・設置場所：小学校屋内運動場南西側

※ 満充電時であれば、避難者の受入場所である
小学校屋内運動場１日分の電力供給が可能

◆ ＬＥＤ照明
小学校屋内運動場、トイレ等

３ 工事スケジュール
令和２年８月から令和３年１月まで（予定）

４ 財源等
・国庫補助 補助率 ２／３
・地方債 充当率 100％（交付税措置50％）

太陽光発電と蓄電池の
導入イメージ

屋内運動場の
照明をＬＥＤ化

1
2

3

4

5

6

78

9

10
11

12

13

14

15

16
17

18

19

20

21

22
23

湖南小中学校
三穂田
ふれあいセンター

田村公民館

ほっとあたみ

※湖南地区のみ未導入

（ふれあいセンター、公民館等）

湖南地区の指定避難所で
最も大きい湖南小中学校

（（教）総務課）

再エネ導入施設
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ＳＤＧｓ 未来都市 郡山（気候変動対応型まちづくりの推進）



ＳＤＧｓ 未来都市 郡山

〇放課後児童クラブの環境向上 1,212万円
～放課後児童クラブ維持管理、施設整備事業～

拡

（こども未来課）

就労等により保護者が昼間家庭にいない児童を対象に、適切な遊びや生活の場を提供
し、児童の健全育成を図るため、大島小学校第２児童クラブを増設し、行健第二小第２児
童クラブは、トイレの洋式化を図ります。

・設置場所 桑野五丁目（民間施設借り上げ）
・定 員 40名（１クラブ）
・利用開始 2020年８月予定
・予算内容 借地借家料、備品購入費等 670万円
※増設により３密の解消も図られます。

・場 所 富久山コミュニティ消防センター
・整備内容 トイレ洋式化工事
・利用開始 2020年10月予定
・予算内容 工事請負費 542万円
※環境改善を図り感染リスクを軽減します。

「第２期郡山市ニコニコ子ども・子育てプラン」に基づき、施設整備を進めています。
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実施校数 クラブ数 入会児童数

財源区分：補助 国・県 1/3

大島小第２児童クラブ概要（増設） 行健第二小第２児童クラブ概要（改修）

児童クラブについて
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国民健康保険税率を据え置き 7,718万円

～国民健康保険事業〈国民健康保険特別会計〉～ 財源区分：補助 県等

国民健康保険特別会計における本算定を行い、令和２年度の税率等については、据え置
きます。また、地方税法施行令の一部改正に伴い、課税限度額については、基礎課税（医
療）分を２万円、介護納付金分を１万円引き上げるとともに、軽減判定所得を引上げ、軽
減対象の拡大を図ります。

（国民健康保険課）

区分 基礎課税(医療費)分 後期高齢者支援金等分 介護納付金分

税
率
等

所得割 7.3% 2.9% 1.9%

均等割（１人あたり） 21,000円 7,200円 7,600円

平等割（１世帯あたり） 17,800円 6,300円 4,300円

課税限度額 630,000円 190,000円 170,000円

○税 率 等 現行のままで据え置き
○課税限度額 課税限度額を法定まで引き上げ、高所得者への応能分の負担を求めることにより

中間所得者層に配慮する
・基礎課税（医療）分 61万円→63万円
・後期高齢者支援金等分 19万円（改正なし）
・介護納付金分 16万円→17万円

○軽減対象の拡大 低所得者層の負担軽減のため、軽減判定所得を法定まで引き上げる
・２割軽減 33万円＋51万円×被保険者数→33万円＋52万円×被保険者数
・５割軽減 33万円＋28千円×被保険者数→33万円＋28万５千円×被保険者数
・７割軽減 33万円（改正なし）

【令和２年度税率等及び課税限度額】

拡

ＳＤＧｓ 未来都市 郡山
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〇介護保険料の軽減拡充と
台風第19号に係る減免延長

１億2,049万円

～介護保険事業（一般会計繰出金）～

拡

令和元年10月実施の消費税率10％引き上げに伴い、介護保険料の軽減拡充を図ります。
また、令和元年台風第19号に伴い実施している介護保険料の減免措置を延長します。

（介護保険課）

消費税率10％引き上げに伴う軽減拡充 台風第19号に伴う減免措置の延長

介護保険料
区分 

年間 
保険料額 

平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

対基準額割合 対基準額割合 対象者数 対基準額割合 

第１段階 33,440 円 

×0.45 
（0.5-0.05） 
⇒30,100 円 

×0.375 
（0.5-0.125） 

⇒25,080 円(▲5,020 円)
14,616 人

×0.3 
（0.5-0.2） 

⇒20,070 円(▲10,030 円) 

第２段階 50,160 円 
×0.75 

（軽減なし） 

×0.625 
（0.75-0.125） 

⇒41,800 円(▲8,360 円)
6,151 人

×0.5 
（0.75-0.25） 

⇒33,440 円(▲16,720 円) 

第３段階 50,160 円 
×0.75 

（軽減なし） 

×0.725 
（0.75-0.025） 

⇒48,490 円(▲1,670 円)
5,578 人

×0.7 
（0.75-0.05） 

⇒46,810 円（▲3,350 円） 

第５段階 
（基準額） 

66,870 円 ×1.0 ×1.0 26,345 人 ×1.0 

 

令和２年度は、第１段階から第３段階の介護保険料被保険者
の負担軽減を図ります。
〇軽減拡充見込人数 26,345人
〇軽減拡充見込額 １億2,049万円（一般会計繰出金）

軽減の内容

〇居住する住宅又は所有する家財の損害

被害状況 対象 被害割合
減免
割合

居住する住
宅が床上浸
水など

第１号
被保険者

3/10～

5/10未満
1/2

5/10以上 全部

減免措置の内容
令和元年に引き続き、台風第19号に

係る65歳以上の第一号被保険者介護保
険料の減免措置を延長します。
〇減免見込人数 1,780人
〇減免見込額 4,472万円

※事業収入等の減少など、対象となる減免は、
この他にもあります。

財源区分：補助 国 1/2・県 1/4等

ＳＤＧｓ 未来都市 郡山

23



３ 補正予算案の詳細

（１）会計別補正予算

会 計 名
令和２年度

前年度６月
現計予算額

対前年度６月
増減率

補正前の額 補正額 補正後の額

一 般 会 計 177,493,684 3,467,709 180,961,393 140,600,363 28.7

特 別 会 計 98,611,379 77,177 98,688,556 97,448,947 1.3

う
ち

国 民 健 康 保 険 28,425,042 77,177 28,502,219 29,257,272 △ 2.6

介 護 保 険 25,510,714 0 25,510,714 24,661,781 3.4

合計 276,105,063 3,544,886 279,649,949 238,049,310 17.5

（単位：千円、％）
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（２）性質別補正予算

区 分

令和２年度 前年度６月
対前年度

６月
増減率補正前の額 補正額 補正後の額 構成率

現計
予算額

構成率

義務的経費 57,534,721 159,559 57,694,280 20.0 53,773,518 35.3 7.3

人件費 19,265,977 20,974 19,286,951 10.7 16,227,671 8.6 18.9

扶助費 29,189,830 138,585 29,328,415 4.3 28,275,331 20.1 3.7

公債費 9,078,914 0 9,078,914 5.0 9,270,516 6.6 △ 2.1

投資的経費 34,017,473 91,489 34,108,962 18.8 30,181,420 21.4 13.0

補助事業 5,902,820 10,832 5,913,652 3.3 4,280,030 3.0 38.2

単独事業 4,311,610 80,657 4,392,267 2.4 3,225,665 2.3 36.2

災害復旧事業 23,803,043 0 23,803,043 13.1 22,675,725 16.1 5.0

その他の経費 85,941,490 3,216,661 89,158,151 61.2 56,645,425 43.3 57.4

う
ち

維持補修費 2,103,406 811 2,104,217 1.2 2,081,536 1.5 1.1

予 備 費 626,930 △ 5,699 621,231 0.3 299,951 0.2 107.1

合 計 177,493,684 3,467,709 180,961,393 100.0 140,600,363 100.0 28.7

（単位：千円、％）
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４ 令和２年郡山市議会６月定例会提出議案

① 予算議案 ４件

② 条例議案 11件

議案番号 件 名 施行期日等
第96号 郡山市税条例の一部を改正する条例（市民税課） 公布の日

地方税法の一部改正に伴い、所要の改正を行うとともに、規定を整備する。
第97号 郡山市手数料条例の一部を改正する条例（財政課） 公布の日

令和２年９月１日
令和３年８月１日

住民基本台帳法及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用
等に関する法律並びに医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に
関する法律の一部改正に伴い、所要の改正を行うとともに、規定を整備する。

第98号 令和元年台風第19号による災害の被災者に対する市民税等の減免に関する条例の
一部を改正する条例（国民健康保険課・介護保険課）

公布の日

令和元年台風第19号による災害の被災者に対する令和２年度の国民健康保険税
及び介護保険料の減免を行う。

第99号 郡山市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例及び郡山市特
定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一
部を改正する条例（こども育成課）

公布の日

家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準及び特定教育・保育施設及び特
定地域型保育事業の運営に関する基準の一部改正に伴い、所要の改正を行う。
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議案番号 件 名
第93号～
第95号

令和２年度郡山市一般会計補正予算（第６号） ほか２会計補正予算（財政課）
一般会計、国民健康保険、介護保険

第130号 令和２年度郡山市一般会計補正予算（第７号）
一般会計（その２）



議案番号 件 名 施行期日等
第100号 郡山市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部

を改正する条例（こども未来課）
公布の日

放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、所要
の改正を行う。

第101号 郡山市国民健康保険条例の一部を改正する条例（国民健康保険課） 公布の日
新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に対し、傷病手当金を支給す

る。

第102号 郡山市国民健康保険税条例の一部を改正する条例（国民健康保険課） 公布の日
地方税法施行令等の一部改正に伴う国民健康保険税の課税、減額等の特例等に

ついて所要の改正を行うとともに、規定を整備する。

第103号 新型コロナウイルス感染症により収入が減少した者等に対する国民健康保険税及
び介護保険料の減免に関する条例（国民健康保険課・介護保険課）

公布の日

新型コロナウイルス感染症により収入が減少した者等に対する国民健康保険税
及び介護保険料の減免を行う。

第104号 郡山市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例（国民健康保険課） 公布の日
福島県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例の一部改正に伴い、

所要の改正を行う。

第105号 郡山市上下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例（経営管理課） 公布の日
下水道法事業計画の変更に伴い、所要の改正を行う。

第106号 郡山市介護保険条例の一部を改正する条例（介護保険課） 公布の日
介護保険法施行令の一部改正に伴い、所要の改正を行う。
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③ その他の議案 23件

議案番号 件 名
第107号 工事請負契約について（契約課）

郡山市富久山クリーンセンター災害本復旧工事
第108号 工事請負契約について（契約課）

郡山市富久山クリーンセンター衛生処理センター第一処理施設災害本復旧工事
第109号 工事請負契約について（契約課）

郡山市富久山クリーンセンター衛生処理センター第二処理施設災害本復旧工事
第110号 工事請負契約について（契約課）

郡山市総合地方卸売市場水産棟・青果棟冷蔵設備改修工事
第111号 財産の取得について（契約課）

ノートパソコン 204台
第112号 財産の取得について（契約課）

消防ポンプ自動車 ４台
第113号 調停案に合意することについて（道路維持課）

調停案に合意するため。
第114号
～第128号

郡山市と須賀川市との連携中枢都市圏形成に係る連携協約の一部を変更する連携協約の締結に関
する協議について ほか14件（政策開発課）

災害発生時における相互応援の連携強化のため、連携中枢都市圏形成に係る連携協約の一部を
変更する連携協約を須賀川市ほか14市町村と締結することについて協議するため、議決を求める。
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議案番号 件 名 施行期日等
第129号 専決第５号 和解及び損害賠償の額を定めることについて（河川課） 令和２年３月30日

令和元年10月12日から13日未明発生 久留米二丁目地内
強風による倒木により隣接するアパートの駐輪場の屋根を破損

専決第８号 令和元年度郡山市一般会計補正予算（第12号） 令和２年３月31日
令和元年度郡山市総合地方卸売市場事業特別会計補正予算（第４号）
令和元年度郡山市工業団地開発事業特別会計補正予算（第２号）
令和元年度郡山市水道事業会計補正予算（第５号）
令和元度郡山市下水道事業会計補正予算（第７号）
令和令和元度郡山市農業集落排水事業会計補正予算（第６号）

専決第９号 郡山市税条例等の一部を改正する条例（市民税課） 令和２年３月31日
郡山市税条例等の一部を改正し、令和２年４月１日から施行する

必要が生じたため。
専決第11号 令和元年台風第19号による災害の被災者に対する市民税等の減免に

関する条例の一部を改正する条例（資産税課）
令和２年４月24日

令和元年台風第19号による災害の被災者に対する固定資産税及び
都市計画税の減免を直ちに実施する必要が生じたため。

専決第12号 和解及び損害賠償の額を定めることについて（道路維持課） 令和２年５月13日
令和元年11月30日 開成六丁目地内 グレーチングの跳ね上げに

よる事故

専決第17号 令和２年度郡山市一般会計補正予算（第４号）（財政課） 令和２年５月15日
専決第18号 郡山市税条例の一部を改正する条例（市民税課） 令和２年５月19日

郡山市税条例の一部を改正し、新型コロナウイルス感染症緊急経
済対策における税制上の措置を直ちに実施する必要が生じたため。
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報告番号 件 名 施行期日等
報告第２号 専決第６号 和解及び損害賠償の額を定めることについて（住宅政策課） 令和２年３月30日

令和元年12月14日発生 熱海町玉川地内 市営住宅に隣接する
駐輪場の屋根が強風により破損し、駐車していた車両を破損

専決第７号 和解及び損害賠償の額を定めることについて（資産税課） 令和２年３月30日
令和元年12月17日発生 安積町笹川地内 公用車を運転中に停

車していた車両への衝突事故
専決第10号 和解及び損害賠償の額を定めることについて（道路維持課） 令和２年３月31日

令和２年１月１日発生 小原田地内 街路樹の枝折れによる車
両の損壊

専決第13号 和解及び損害賠償の額を定めることについて（道路維持課） 令和２年５月13日
令和２年３月15日発生 昭和二丁目地内 道路のくぼみによる

事故
専決第14号 和解及び損害賠償の額を定めることについて（道路維持課） 令和２年５月13日

令和２年３月27日発生 三穂田町八幡地内 道路のくぼみによ
る事故

専決第15号 和解及び損害賠償の額を定めることについて（道路維持課） 令和２年５月13日
令和２年４月７日発生 富田町西原地内 グレーチングの跳ね

上げによる事故
専決第16号 和解及び損害賠償の額を定めることについて（３Ｒ推進課） 令和２年５月13日

令和２年４月11日発生 逢瀬町河内地内 スプレー缶から噴射
した塗料を付着させたことによる損害

④ 専決処分報告案 １件
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報告番号 件 名

報告第３号 令和元年度郡山市一般会計継続費繰越計算書（財政課）

報告第４号 令和元年度郡山市一般会計繰越明許費繰越計算書（財政課）

報告第５号 令和元年度郡山市一般会計事故繰越し繰越計算書（財政課）

報告第６号 令和元年度郡山市県中都市計画伊賀河原土地区画整理事業特別会計繰越明許費繰越計算書（財政課）

報告第７号 令和元年度郡山市県中都市計画徳定土地区画整理事業特別会計繰越明許費繰越計算書（財政課）

報告第８号 令和元年度郡山市県中都市計画大町土地区画整理事業特別会計繰越明許費繰越計算書（財政課）

報告第９号 令和元年度郡山市県中都市計画大町土地区画整理事業特別会計事故繰越し繰越計算書（財政課）

報告第10号 令和元年度総合地方卸売市場事業特別会計繰越明許費繰越計算書（財政課）

報告第11号 令和元年度郡山市水道事業会計予算繰越計算書（財政課）

報告第12号 令和元年度郡山市下水道事業会計継続費繰越計算書（財政課）

報告第13号 令和元年度郡山市下水道事業会計予算繰越計算書（財政課）

報告第14号 令和元年度郡山市農業集落排水事業会計予算繰越計算書（財政課）

⑤ その他の報告案 12件

31



これまでの新型コロナウイルス感染症対策の取り組み

Ⅰ 感染症拡大防止策と医療提供体制の整備

Ⅱ 雇用の維持と事業の継続

Ⅲ 次の段階としての官民
を挙げた経済活動の回復

Ⅳ 強靱な経済構造の構築

既定予算・予備費対応 １億380万円 ６月補正予算 16億1,561万円５月補正予算 20億5,668万円

２億984万円

〇保育料負担を軽減
〇衛生用品を保育施設などへ配布
〇発熱外来診療所の設置
〇協力医療機関への支援

13億8,146万円

〇子育て世帯への臨時特別給付金
〇ひとり親家庭に対する緊急支援
〇農産物の消費拡大と子どもたちの
栄養面を支援

〇特別定額給付金※

〇住宅確保給付金の拡充
〇中小企業・小規模事業者応援プロ
ジェクト

〇衛生用品の購入
・保育所、放課後児童クラブ、地域こど
も教室、小中学校、子育て支援事業、
社会福祉施設等

・災害時避難所用備蓄の整備
〇検査体制の強化
・検査施設改修及びＰＣＲ検査機器導入
・県衛生研究所へのＰＣＲ検査委託
・行政検体移送経費等
〇医療機関との連携
・新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症対策連絡調整会
議医療専門委員会の開催

・患者受入れのための病床確保
〇感染症拡大防止対策に係る広報
〇小中学校等再開に向けた対策
・清掃用品の購入
・スクールバスの増便

〇市税等の支払猶予及び軽減※

〇離職退去者への市営住宅入居支援
〇売上高等減少対策資金融資
1,000万円以内）《保証料ゼロ》

〇花いっぱいプロジェクト
（花き事業者支援）

〇指定管理施設の貸館キャンセルに
よる減収補填

Ⅱ 雇用の維持と事業の継続

Ⅲ 次の段階としての官民
を挙げた経済活動の回復

１億7,200万円

〇飲食店・宿泊業への感染拡大防止策
への支援

２億7,135万円

〇新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症対策の推進
〇給食調理事業者等の支援
〇介護・障害福祉サービス事業者の
サービス継続に対する支援

８億9,371万円

〇子供の学びを保障するICT整備
〇ICTの活用による働き方改革の推進

１億3,547万円

〇児童生徒の栄養支援と郡山産の鯉の
消費拡大

〇畜産農家の事業継続を支援
〇宿泊施設誘客促進事業
〇コンベンション参加おもてなし事業
〇公共交通事業者の感染症対策を支援
〇学校図書館の充実

※集計額は市税等の軽減による収入減
及び特別定額給付金を除く

２億9,338万円

〇新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症対策予備費

Ⅴ 今後への備え

37億7,609万円
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３億1,508万円

〇学校給食費の補助による保護者の
負担軽減


