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（１）提出議案の概要

○ 予算議案 ５件

（一般会計、国民健康保険、後期高齢 ほか）

○ 条例議案 11件

（郡山市税条例等の一部を改正する条例 ほか）

〇 その他議案 ６件
（工事請負契約について ほか）

１ 令和３年６月定例会提出議案の概要
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一般会計 42億4,580万4千円

累 計 1,292億2,877万5千円

特別会計 10億3,986万9千円

累 計 1,014億4,575万7千円

合 計 52億8,567万3千円

累 計 2,306億7,453万2千円

（２）補正予算案
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６月補正予算は「誰一人取り残さない」ＳＤＧｓの基本理念等の実現に向け、当初予算
編成方針の「５本柱」と新型コロナウイルス感染症や気候変動対策等の「危機管理予算」
の視点を継承し、国のデジタル改革関連法の成立に基づく、ＤＸ（ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾄﾗﾝｽﾌｫｰﾒｰｼｮﾝ）
の更なる推進など、新たな課題へ対応するための「肉付け予算」として編成しました。

（３）補正予算の考え方（「危機管理予算」と「５本柱」）
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危機管理予算 予算編成方針「５本柱」

Ⅰ「誰一人取り残さない」
ＳＤＧｓの基本理念

Ⅱ「自助・共助（互助）・公助
・絆」に基づく公民協奏

Ⅲ「市役所ＤＸ化」
への集中(緊急)投資

Ⅳ「防災コンパクト都市・流
域治水」による安全安心実現

Ⅴ「部局間連携・部局間協奏」
による縦割り打破

「知の結節点」の強みを生かし、
産官学金労言士等の地域主体の参
画のもと、公民協奏の考えで課題
を解決

「誰一人取り残さない」とい
うＳＤＧｓの基本理念実現を目
指し、将来世代につなぐ持続可
能なまちづくりを推進

自治体ＤＸ化のモデル
となる先進的な取り組み
・５レスの徹底
産業や教育分野でのＤ

Ｘ化の推進による新しい
生活様式に対応した強靭
な経済構造、教育環境を
構築

計画的かつ着実な防災・減災対
策とともに、これまでの治水に加
え、あらゆる関係者との連携によ
る流域治水を推進

行政のスピードアップ、市民
サービスの向上に向け、課題解決
に必要な支援を部局の枠を超えて
行える体制を構築

気候変動対策
〇防災・減災対策

〇流域治水対策

〇温暖化対策 等

新型コロナウイルス
感染症対策

〇感染拡大防止と市民生活、
地域経済を守る施策の両立

〇新しい生活様式への転換

令和３年度当初予算（骨格予算）

〇危機管理関連経費（ｺﾛﾅ対策等）

〇義務的経費 〇継続的経費

〇市民生活に密着した経費

ＤＸの更なる推進

気候変動対策

新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症対策

地震被害からの復旧

新たな課題への対応等

令和３年度６月補正予算（肉付け予算）



現在
の姿

６月補正予算は、当初予算と同様、ＳＤＧｓの基本理念を踏まえつつ、地球
温暖化や2025年問題など予見可能性の高い将来課題から現在の取るべき方策を
考える「バックキャスティング思考」による施策を展開するための予算編成と
なっています。

＜令和３年度の施策に展開＞
〇公立保育所緊急環境整備ﾊﾟｯｹｰｼﾞ 〇産業DX推進事業 〇治水の安全度を高める河川整備 等

国等

広域圏

郡
山
市

国連「健康長寿の10年」

～2030年 ～2040年 ～2050年

国の長期ビジョン（人口見通し）
国総合戦略第二期 ～2024年

圏域人口50万人規模維持に向けた
こおりやま広域圏の推進

SDGs未来都市計画（～2021年）

あすまちこおりやま（～2024年）
拡大版あすまち郡山（～2030年）

市総合戦略改訂版（～2024年）

デジタル市役所推進計画（～2021年）

郡山市人口ビジョン（～2040年）

（３）補正予算の考え方（バックキャスティング思考による施策の展開）

未来の
あるべ
き姿

2025年
・団塊世代が75歳
以上の後期高齢者へ

・経産省DXレポート
「2025年の崖」

2030年
・SDGsの国際目標

の達成年度
・ガソリン車廃止（30年代半ばまでに）、

北海道新幹線札幌延伸等モビリティシステムの変化

2040年
・団塊ジュニア世代65歳以上に
・人口縮減時代への自治体行政への転換
（自治体戦略2040構想）

2050年
二酸化炭素実質排出量ゼロ

市政施行100周年（2024年）

2025年

2030年

2040年 2050年
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Ⅰ 感染症拡大防止策と医療提供体制の整備 ～感染症拡大の防止と医療体制の維持～

令和３年度の新型コロナウイルス感染症対策に係る予算と主な取組み
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（４）新型コロナウイルス感染症対策（危機管理予算）

Ⅱ 雇用の維持と事業の継続 ～安定した雇用環境の維持と事業継続への支援～

Ⅲ 次の段階としての官民を挙げた経済活動の回復 ～感染状況等を見極めた観光業支援～

Ⅳ 強靭な経済構造の構築 ～新しい生活様式への転換支援～

新型コロナウイルス感染症対策予算については「危機管理予算」として、感染拡大防止
と市民生活、地域経済を守る施策の両立を図るための経費を計上しました。

〇防疫対策事業 （３億4,097万円）
〇発熱外来診療所運営事業 （7,490万円）
〇医療機関支援事業 （7,089万円）
〇小中学校感染拡大防止対策 （7,702万円）
〇病児保育利用支援補助金等 （156万円）

〇雇用維持支援補助金 （3,004万円）
〇新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ緊急支援給付金（２億3,980万円）
〇農産物販路拡大支援 （356万円）

〇ニューノーマル対応支援補助金 （7,500万円）
〇テレワーク等推進補助金 （1,000万円）

〇宿泊施設誘客促進事業補助金 （3,650万円）
〇会議・会合等開催支援事業補助金 （660万円）
〇ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ参加者おもてなし事業補助金

（749万円）
〇小中学校給食費補助・１学期（２億6,030万円）

〇防疫対策事業、医療機関への支援【P９】 （12億4,335万円）
〇小中学校感染拡大防止対策（清掃・ｽｸｰﾙﾊﾞｽ）【P11】（5,638万円）
〇老人福祉施設等防災対策補助金【P12】 （１億425万円）
〇認可外保育施設登園自粛協力金 （196万円）
〇花かつみ豊心園・更生園の改修 （213万円）

〇ふくしま感染防止対策認定店応援事業【P10】 （5,131万円）
〇郡山産鯉の学校給食への提供【P47】 （141万円）

〇産業ＤＸ推進事業プログラム【P31】 （932万円）
〇文化芸術活動等におけるＤＸ化の推進【P35】 （77万円）

〇教育旅行助成事業補助金【P10】 （600万円）
〇小中学校給食費補助金・２学期【P11】 （２億9,250万円）
〇小中学校生理用品サポート事業【P11】 （531万円）
〇高齢者向けデジタル体験講座【P29】 （45万円）
〇図書館電子書籍の導入拡充【P30】 (1,000万円）

当初予算等 45事業 19億1,594万円 ６月補正予算 24事業 17億9,891万円

などなど



〇郡山産鯉の学校給食への提供【再掲P47】（141万円） 〇海外自治体幹部交流協力ｾﾐﾅｰ等【P48】（126万円）

（５）予算編成方針重点施策「５本柱」の主な取組み
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Ⅰ「誰一人取り残さない」ＳＤＧｓの基本理念

Ⅱ「自助・共助（互助）・公助・絆」に基づく公民協奏

Ⅲ「市役所ＤＸ化」への集中（緊急）投資

Ⅳ「防災コンパクト都市・流域治水」による安全安心実現

Ⅴ「部局間連携・部局間協奏」による縦割り打破

〇新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症対策等 【再掲P９～P12】
〇子育て世帯に対する特別給付金 【P13】

（２億7,933万円）
〇ﾄﾜｲﾗｲﾄｽﾃｲの開始 【P14】（91万円）
〇公立保育所緊急環境整備ﾊﾟｯｹｰｼﾞ【P15】（2,612万円）

〇私道への防犯灯・ｶｰﾌﾞﾐﾗｰ設置補助金 【P27】（235万円）
〇ｺﾐｨﾆﾃｲ助成事業（410万円） 〇ｱｲﾗﾌﾞﾛｰﾄﾞ事業（70万円）

〇農業委員会へのﾀﾌﾞﾚｯﾄ導入【P28】 （455万円） 〇高齢者向けﾃﾞｼﾞﾀﾙ体験講座【再掲P29】 （45万円）
〇保育所ＤＸ化の推進 【再掲P18】 （1,094万円） 〇産業ＤＸ推進事業ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 【再掲P31】（932万円）

〇防災情報収集・発信機能の強化 【P36】（5,036万円）
〇災害備蓄倉庫の整備 【P37】（1,637万円）
〇消防団の活動拠点等の充実 【P38】（7,396万円）

〇治水の安全度を高めるための河川
整備（準用河川・普通河川改修）

【P39～P41】（１億360万円）

〇高瀬地域公民館に太陽光発電設備等を設置
【P42】（3,610万円）

〇郡山ｶﾙﾁｬｰﾊﾟｰｸｱﾘｰﾅ照明器具取替等修繕【P43】（4,000万円）

〇福島県沖地震により被災した
公共施設の復旧（中央図書館等）

【P44】（７億5,546万円）

〇生活保護施設整備への支援【P19】 （8,260万円）
〇介護保険施設整備への支援【P20】（３億7,001万円）
〇凍霜の被害農家への支援 【P22】 （100万円）
〇麓山地区に立体駐車場を整備【P25】 （1,500万円）

温
暖
化

防

災

治

水

災
害
復
旧



新型コロナウイルス感染症対策の拡充 12億4,335万円

財源区分：下記のとおり～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～

拡

2030新型コロナウイルス感染症対策

積極的疫学調査（行動歴等調査）や発生動向調査を実施し感染症拡大の防止を図るほか、
市内高齢者施設のＰＣＲ検査実施や市内医療機関への支援を行います。

▽保険診療検査負担分
１万件/月（１月以降５千件/月）

５億9,793万円
▽行政検査

880件/月 7,144万円

▽市内高齢者施設・介護施設等の
利用者や職員に対するＰＣＲ検査
19,000人分 ２億4,380万円

防疫対策事業費 11億7,246万円
財源：感染症予防事業費国庫負担金 国補助1/2.3/4

ＰＣＲ検査

入院医療費

新型コロナウイルス感染症対応に係る主な経費

▽患者入院医療費
患者数1,100人×14日間分 ２億858万円

協力医療機関への支援 7,089万円
財源：地方創生臨時交付金など

帰国者・接触者外来等検体採取補助金

入院医療機関入院補助金

診療所院内感染対策補助金

陽性患者搬送随行補助金

▽内 容：行政検査に係る検体採取料を補助
▽補助額：１万円/１人採取 3,000万円

▽内 容：入院患者数と日数に応じて補助
▽補助額：１万円/入院１日 3,612万円

▽内 容：陽性患者発生時に消毒経費等を補助
▽補助額：５万円/陽性患者１人 450万円

▽内 容：入院医療機関への移送に随行する医師、
看護師への補助

▽補助額：医師34,815円/搬送１回 など 27万円

9（保健・感染症課）



ニューノーマル（新常態）
・民需の好循環支援をさらに発展

5,731万円

財源区分：臨時交付金～観光業支援事業～

新

2025・2030

（観光課）

市内宿泊施設に宿泊し、市内をはじめ
こおりやま広域圏内などの名所旧跡等を
巡る行程を組み入れた教育旅行を実施す
る県内外の小学校・中学校等に対し、助
成金を支給します。

○対象者

学校又は学校に委任された旅行会社

○助成額 １人泊あたり2,000円

○補助要件
郡山市内の宿泊施設に１泊以上宿泊
すること。

○事業実施者
郡山市観光協会

教育旅行助成事業補助金 600万円新

福島県が実施する「ふくしま感染防止対策認定店制度」の認定を受
け、積極的に感染防止対策に取り組む飲食店等に応援金を支給します。

○対象者 「ふくしま感染防止対策認定店」に
認定された飲食店等

○給付額 １店舗当たり10万円

｢ふくしま感染防止対策認定店」に認定された
飲食店等について、Ｗｅｂ上に
店舗情報や感染対策状況等を盛り
込んだ認定店マップを作成･掲載
し、認定店の可視化･誘客促進
を図ります。

ふくしま感染防止対策認定店応援事業 5,131万円

ふくしま感染防止対策認定店応援金 5,000万円

ふくしま感染防止対策認定店マップ作成事業
131万円

【掲載情報】
・店舗情報
・感染防止対策状況
・店舗までの地図データ

コロナ禍における市内事業者の事業のサスティナブル（継続）と、ニューノーマル（新常
態）を支援し、ウィズコロナ時代における感染防止対策と経済活性化の両立を図ります。

新型コロナウイルス感染症対策

新

10



感染リスク低減と教職員の働き
方改革推進のため、学校トイレ
の清掃業務委託を第２学期も継
続して実施

専門業者による
学校トイレの清掃 4,353万円

保護者負担軽減のため、給食費の２分の１相
当額の支援を第２学期も継続して実施

学校給食費の負担軽減 ２億9,250万円

小学校２年生に国語辞典を、小学校４年生に
英語辞典を配付し、保護者負担を軽減

国語辞典・英語辞典の配付 1,230万円
３密解消のため、スクール
バス等の増便を第２学期・
第３学期も継続して実施

スクールバスの増便 1,285万円

生理用ナプキン・ショーツを小中学校の保健
室に常備し、必要とする女子児童生徒に対し
無償で配布

生理用品サポート事業 531万円新

拡

拡

拡

継

保護者負担の軽減 教育環境の整備

児童生徒への生理用品配布など
感染症対策の拡充

３億6,649万円

財源区分：臨時交付金
～小学校スクールバス運行事業・学校保健に要する経費・小･中学校給食に要する経費
・小･中学校保健に要する経費・学力向上支援事業の一部～

給食費の２分の１相当額の支援を第２学期も継続するとともに、生理用品等を小中学校
の保健室に常備し必要とする女子児童生徒に無償で配布するなど、コロナ禍で様々な経済
的負担が生じている、子育て世帯の更なる負担軽減を図ります。また、新型コロナウイル
ス感染症対策を徹底し、児童生徒が安心して学べる教育環境の整備に努めます。

･2030新型コロナウイルス感染症対策 2030

新

11（(教)総務課・学校管理課・学校教育推進課）



老人福祉施設における感染症対策の支援 １億425万円

財源区分：補助 県10/10～老人福祉施設等防災対策補助事業（介護保険特別会計含む）～

拡

2025・2030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として、老人福祉施設内の生活空間の区分け（ゾーニン
グ）を希望する事業者に対し、改修費用の一部を助成します。

１ 改修費用予算額 １億400万円 整備イメージ（①の例）

区 分

①各ユニット
入口への
玄関室の
設置

②従来型
個室・
多床室の
動線分離

③家族
面会室の
設置

補助
上限額

100万円 600万円 350万円

施設数
10施設

（28箇所）
1施設

（1箇所）
20施設

（20箇所）

事業費 2,800万円 600万円 7,000万円

ユニット入口に
玄関室(イエロー
ゾーン)を整備し、
感染の拡大を防止

[現状]

[改修後]

（健康長寿課・介護保険課） 12

２ 消耗品（衛生用品） 25万円

感染対策としてのマスク等衛生用品の購入



子育て世帯に対する
特別給付金の給付

２億7,933万円

～低所得子育て世帯生活支援特別給付金給付事業～

拡

2030Ⅰ「誰一人取り残さない」ＳＤＧｓの基本理念

長期化する新型コロナウイルス感染症の影響により、特に経済的に影
響を受けている低所得の子育て世帯の生活を支援するため、本年５月に
給付したひとり親世帯以外の世帯を対象（住民税非課税世帯など）に特
別給付金を支給します。

【事業の概要】

①児童手当等の受給者で令和３
年度の住民税が非課税の世帯

②上記①のほか、対象児童（令
和３年度末で18歳まで）の養
育者で、新型コロナウイルス
の影響を受けて家計が急変し
たと認められる者（直近収
入が①と同程度）

・給付対象①は原則申請不要とし、
児童手当等の口座に振り込み

支給日…７月15日（予定）

・給付対象②は、申請（７月21日受
付開始予定）後審査し、速やかに
支給

給付方法

（こども家庭支援課）

財源区分：補助 国10/10

児童１人当たり

一律５万円

本市の対象世帯
約3,400世帯
（対象児童
約5,400人）

給付額

13

給付対象



トワイライトステイ
（夜間等の子どもの一時預かり）の開始

91万円

財源区分：補助 国・県 1/3～子育て短期支援事業～

保護者が仕事等の理由で、平日の夜間または休日に子どもの養育が困難になった場合に、
これまで実施していたショートステイ（短期宿泊入所）に加えて、新たに夜間等の一時預
かり（日帰り）をスタートします。

2030Ⅰ「誰一人取り残さない」ＳＤＧｓの基本理念

拡

（こども家庭支援課）

土

トワイライト
ステイ

ショート
ステイ

日 月 火 水 木 金

トワイライトステイの概要

〇利用要件
市内に住所を有し、保護者が仕事等の理由により
平日の夜間又は休日に不在となる場合

〇利用時間
平日：午後５時から午後10時まで
休日：午前８時から午後６時まで

〇利用料金
非課税世帯 300円（平日）・ 350円（休日）
その他の世帯 750円（平日）・ 1,350円（休日）

※生活保護世帯、ひとり親家庭世帯は無料
〇実施場所 市内ファミリーホーム等
〇開始時期 2021年７月（予定）
〇予 算 額 委託料など91万円

平日利用延べ264日分
休日利用延べ176日分

休日は日中
平日は夜間

宿泊が前提
(６泊７日以内)

【ショートステイとトワイライトステイの利用イメージ】

14



施設の計画的リノベ－ション
・福島県沖地震による被害箇所の修繕
（中野保育所ほか）

・設備劣化に伴う修繕（大成保育所ほか）

公立保育所緊急環境整備パッケージ 2,612万円
～量から質への転換～

「待機児童ゼロ」を本年４月に達成しましたが、子どもたちの真に健やかな成長のた
めに、引き続き保育・幼児教育における質の向上が求められており、保育所ＤＸ化の推
進や施設の計画的リノベーションなど、公立保育所の環境を様々な角度から整備し、よ
りよい保育サービスの提供と保育士等の働き方の改善を図ります。

（保育課）

駐車場の確保
・門扉撤去による駐車場の増設(富久山保育所）
・近隣駐車場借上げによる駐車場の確保
（鶴見坦保育所）

保育所ＤＸ化の推進
・保育業務支援システムを追加整備
(全公立保育所整備完了)

・モバイルルータの導入による端末モバイル化

保育環境の向上と保育士等の働き方の改善
・軽量な午睡寝具リースを追加整備
(全公立保育所整備完了)

・公立保育所を巡回する環境整備員の配置

340万円

147万円

1,094万円

P17

P16

P16

P18

☺児童の安全確保

☺保護者の利便性向上

☺保育士等の働き方改善

15

1,031万円



340万円

財源区分：単独～保育所維持管理費の一部～

2030公立保育所緊急環境整備パッケージ

門扉撤去による駐車場増設など、保育
施設利用者等の環境改善を図ります。

（保育課）

〇御代田保育所 門扉修繕〇中野保育所 外階段修繕 〇田村保育所
土留め擁壁修繕

枠組みのプラスチックが破損

〇大成保育所 砂場修繕

（湖南・田村・喜久田地区）

147万円

財源区分：単独～保育所維持管理費の一部～
（富久山地区）

福島県沖地震による被害や設備劣化に伴う修繕など、保育施設の環境改善を図ります。

〇富久山保育所 門扉修繕 16

駐車場の確保

施設の計画的リノベーション拡

新



保育環境の向上と
保育士等の働き方の改善

1,031万円

財源区分：単独
～保育所運営管理費、保育課職員給与費～

拡

2030公立保育所緊急環境整備パッケージ

（保育課） 17

午睡寝具リースの追加整備 740万円

保育士・保護者の負担軽減・衛生的な午睡環境

コットベッド
主に３歳以上児用

ブレスエアー敷布団
主に３歳未満児用

＜概要＞ ＜導入経緯及び予定＞

2019.７～2024.３
大槻・安積・永盛・大成の４か所

2021.４～2024.３
芳賀・香久池など定員90人以上の10か所

６月補正計上分

全公立保育所整備完了

環境整備員の配置 291万円

＜概要＞ 各保育所を定期的に巡回する
環境整備員２名を配置

用務負担軽減・よりよい保育環境の整備

巡回環境整備員

業
務

庭木の剪定、草刈り、側溝の泥上
げ、高所窓の清掃、雨どいの落葉
除去、簡単な施設の修繕や塗装な
ど、主に施設管理系業務

＜環境整備員の業務＞

2021.９～2024.３
開成・桃見台など11か所

軽量な午睡寝具リースの追加整備や全公立保育所を巡回する環境整備員の配置により、
保育環境の向上や保育士等の働き方の改善を図ります。



1,094万円
財源区分：単独～保育所ＩＣＴ化推進事業～

2030公立保育所緊急整備パッケージ

（保育課） 18

保育所ＤＸ化の推進

保育業務支援システム(KidsDiary)の追加整備

＜機能概要＞
登降所時刻管理、休み連絡やお知らせ

の配信、発育測定などの健康管理、アル
バム（写真共有）など

＜予算 389万円＞
システム賃借料 334万円
消耗品 55万円

2019.２～2024.１ 香久池・針生・安積・西田・富田

2021.２～2024.１ 開成・久保田・喜久田・日和田・田村

2021.10～2024.１ 芳賀・大槻・富久山・中野・大成

2021.10～2024.１ 桃見台、鶴見坦など残り10か所

全公立保育所整備完備

モバイルルータの導入による端末モバイル化

＜機能概要＞
モバイルルータの導入により、有線ＬＡＮのある事

務室に加えて、保育室でも事務作業が可能に。
＜予算 705万円＞
消耗品費(ノートＰＣ・モバイルルータ) 639万円
電話料（ＳＩＭ通信料） 50万円 等

有線ＬＡＮの事務室 〇〇組 ▲▲組

＜効果＞

事務の効率化による保育士の負担軽減
保護者との情報共有・連携の強化

＜入退室入力の様子＞ ６月補正計上分

登降所時刻管理などを行う保育業務支援システムの追加整備や端末モバイル化を実施し、
保護者との情報共有、連携強化や保育士の働き方の改善を図ります。

拡



生活保護施設の
整備支援による福祉の向上

8,260万円

財源区分：下記のとおり～生活保護施設支援給付事業～

新

2025・2030Ⅰ「誰一人取り残さない」ＳＤＧｓの基本理念

所 在：郡山市舞木町字間明田104番地
定 員：80名
種 別：生活保護法第38条に基づく保護施設のうち救護施設（※）
主な活動：グループ活動（農作業、箱折り、身だしなみ支援など）

クラブ活動（音楽クラブ、スポーツクラブ、園芸クラブ、絵画クラブ、手芸クラブなど）
地域交流活動（運動会、老人クラブなど）

※身体や精神などにハンデを抱え単身で日常生活を営むことが困難な方へ生活をサポートするための施設

社会福祉法人郡山清和救護園郡山せいわ園の概要

多目的ホール等建設工事
①総事業費：9,528万円
②構造規模：鉄骨 平屋建
③面積：190.79㎡（延床面積）
④財源：総事業費の3/4、7,146万円

を助成
（うち国2/3）

整備内容①

フェンス設置・河川擁護工事
令和元年東日本台風での損壊による設置

①総事業費：1,485万円
②工事延長：Ｌ＝55ｍ
③財源：総事業費の3/4、

1,114万円を助成
（うち国2/3）

整備内容②

【一級河川桜川復旧状況】

生活保護施設（郡山せいわ園）における多目的ホール増設や河川敷きのフェンス設置など
施設整備に要する費用の一部を助成し、施設入所者等の福祉の向上を図ります。

（生活支援課） 19



介護保険施設整備支援による福祉の向上 ３億7,001万円

財源区分：補助 県10/10
～地域密着型サービス拠点整備補助事業～

新

2025・2030Ⅰ「誰一人取り残さない」ＳＤＧｓの基本理念

（介護保険課）

高齢者が要介護状態となっても、可能な限り、住み慣れた
地域で継続して日常生活ができるよう地域との交流・連携拠
点となる「地域密着型サービス事業所」の整備を推進するた
め、施設建設費等の一部を助成します。

第八次介護保険事業計画に基づく公募施設整備計画

20

(新設) (転換)

３事業所
４事業所

81床
１事業所 ２事業所 １事業所

２施設
180床

１施設
100床

１施設
66床

2,000万円 ２億901万円 1,200万円 8,600万円 4,300万円

令和
５年度

３カ年
整備数

令和
３年度

(事業費)

令和
４年度

サービス
の種類

地域密着型サービス 施設・居住系サービス

①定期巡回・
  随時対応型
　訪問介護看護

②認知症対応型
　共同生活介護
(グループホーム)

 ③認知症対応型
 　通所介護

 ④小規模多機能
　 型居宅介護

　⑤看護小規模
　　多機能型
　　居宅介護

⑥特別養護
　 老人ホーム
　（新設）

⑦特定施設入居者生活介護

１事業所

１事業所

１事業所

４事業所
(③～⑤併設） １事業所 ２事業所 １事業所

令和3年度整備分公募割れの場合再公募

２施設

１施設 １施設



国民健康保険税率を据え置き 10億2,946万円

財源区分：補助 県等～国民健康保険事業〈国民健康保険特別会計〉～

継

国民健康保険特別会計における本算定を行い、新型コロナウイルス感染症の収束が見え
ない中で、被保険者の負担増とならないよう、令和３年度の税率等は全区分で据え置きま
す。また、課税限度額についても全区分で据え置きます。

2025･2030Ⅰ「誰一人取り残さない」ＳＤＧｓの基本理念

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

令和３年度税率等及び課税限度額

現行のままで据え置き
（※課税限度額は、３区分それぞれ地方税法に基づく上限額）

（国民健康保険課）

現行のままで据え置き【税 率 等】

【課税限度額】

21



令和３年４月の凍霜害により
被害を受けた農家を支援

100万円

財源区分：単独～農作物災害対策費～

令和３年４月の三度に渡る降霜により、市内各地で農作物の被害が発生した事態
を受け、被害を受けた農家に対し被害樹木の樹勢回復のための支援を行います。

2030

（園芸畜産振興課）

Ⅰ「誰一人取り残さない」ＳＤＧｓの基本理念

〇主な被害地区
熱海町、逢瀬町、富久山町、
中田町、西田町、田村町

〇被害作物 日本なし、ぶどう等

〇被害面積 11.7ha

〇被害総額 2,932万円

＜ 被害状況 ＞

〇支援内容

・被害樹木の樹勢回復のための

肥料等購入費、管理作業費補助

・病害虫防除のための農薬等

購入費補助

＜ 支援内容等 ＞

本来の
良育な梨の花

凍霜害を受けた
梨の花

花の中心部が
黒く変色

被害を受けた実の先端部が黒く変色
【５月初旬】

果実落下 ⇒ 収量減・樹勢弱
【５月中旬】

凍霜害

22

新



市営住宅の入居者サービス向上を推進 15億2,002万円

財源区分：単独～市営住宅指定管理費～

新

市営住宅の管理に指定管理者制度を導入し、入居者サービスの向上等を推進します。

2025･2030

導入目的

①休日・夜間の緊急対応及び修繕の迅速化

②市と指定管理者の業務分担による運営の効率化

入居者サービスの向上、運営管理の
更なる効率化、課題解決体制の充実

導入のポイント

①全39団地が指定管理の対象

②指定管理期間は、令和４(2022)～令和８(2026)年度の５年間（債務負担行為）

導入スケジュール

2021年５月 ６月 ７～８月 ９月 10月～11月 12月
2022年
１～３月

４月

第１回審議会
第２回審議会
・募集要項、
業務仕様書
審議

第３回審議会
・募集要項、
業務仕様書
決定

【６月定例会】
・指定管理料
予算、条例
改正案提出

募集 第４回審議会
・書類審査

第５回審議会
・指定管理者
候補者決定

【12月定例会】
・指定管理者の
指定議案提出

・協定締結
・業務引継

管理開始

23（住宅政策課）

(債務負担行為・５年間)

Ⅰ「誰一人取り残さない」ＳＤＧｓの基本理念



生活に身近な道路や水路側溝の整備
2025･2030

～生活道路改良舗装事業・水路側溝整備事業～

拡

生活道路改良舗装事業

予算額 １億4,550万円
実施内容
・道路改良工事
・現道舗装工事
・測量設計

施工箇所 市内21箇所 【道路改良工事イメージ】

（施工前） （施工後）

（道路建設課・道路維持課）

水路側溝整備事業

予算額 ２億8,000万円
実施内容
・整備工事
・測量設計

施工箇所 市内84箇所
【水路側溝整備工事イメージ】

（施工前） （施工後）

生活環境の利便性や安全性の向上を図るため生活道路や水路側溝の改修を推進します。

４億2,550万円

財源区分：単独

Ⅰ「誰一人取り残さない」ＳＤＧｓの基本理念
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施設イメージ

麓山地区に立体駐車場を整備 1,500万円

財源区分：補助 国1/8 市債90％・75％～（仮称）歴史情報・公文書館施設整備事業の一部～

（仮称）歴史情報・公文書館施設整備の一環として、麓山地区における公共施設利用者
の駐車環境の向上のため、立体駐車場を整備します。

2030

（継続費12億8,800万円）

拡

（文化振興課）

発注方法 ： 公募型プロポーザル方式による
設計・施工一括発注

業務内容 ： 実施設計及び施工（外構を含む）

設計委託費： 1,500万円

概算工事費： 12億8,800万円（継続費）
（年割額）令和３（2021）年度： 0円

令和４（2022）年度：12億8,800万円

概 要

整備区域内の駐車エリア 台 数

立体駐車場 500台 程度

立体駐車場 周囲 30台 程度

歴史情報・公文書館 周囲 10台 程度

歴史資料館 跡地 30台 程度

※麓山地区の公共施設駐車場として、整備区域内を
さらに精査し、 600台に近づけていきます。

※立体駐車場の構造、配
置、収容台数、附属設備
等の実施設計と施工につ
いて提案型で進めていき
ます。

スケジュールスケジュール

6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 ～ 12月

●公募型プロポーザル公告

候補者選定

●契約

施工設計

【令和４年度】

基本設計（抜粋）
構 造 ： 鉄骨造
延床面積 ： 約10,440㎡
階 数 ： 地上４層５段
駐車フロア高さ： 約14.5m

令和２（2020）年度実施

25

Ⅰ「誰一人取り残さない」ＳＤＧｓの基本理念

麓山地区立体駐車場

（中央図書館）

（仮称）歴史情報・公文書館

（歴史資料館）



フロンティア大使
メモリアルコーナーの充実

136万円

財源区分：単独～シティプロモーション推進事業の一部～

2020年に現役を引退されたラグビー元日本代表 大野均フロンティア大使の輝かしい功績
を称え、宝来屋郡山総合体育館に遠藤大使に続き、大野大使のメモリアルコーナーを設置
します。

2030

新

個人や所属チーム等が保有す
る提供可能な大野大使の関連
グッズや、活躍の記録及び写真
等をパネル化し、展示します。
また、展示物の一部を大会時

などの会場に展示し、市民のシ
ビックプライドや郷土愛の醸成
にもつなげます。

宝来屋郡山総合体育館にメモリアルコーナーを設置 136万円

【展示イメージ】

新型コロナウイルス感染症等の状況に応じて同
時期開催を検討します。

●オンラインまたはオフラインでの
講演会 等

●ラグビー教室
(トップアスリート養成講座と連携)

連携事業 【大野 均大使プロフィール】

・郡山市三穂田町出身
・東芝ブレイブルーパス所属
・日本代表キャップ数※98(歴代１位)
・2020年現役引退

フロンティア大使をはじめ、国際交流特使、
2020年東京オリ・パラ関連事業等郡山市推進
アドバイザーを務めていただいています。

Ⅰ「誰一人取り残さない」ＳＤＧｓの基本理念

大体育館

小体育館

柔道場

入
口

【宝来屋郡山総合体育館１階平面図】

設置予定場所

26（国際政策課）※キャップ数とは国の代表選手に選ばれて、テストマッチ（国同士の試合）に出場した回数です。



○補助対象
町内会等が実施するｶｰﾌﾞ
ﾐﾗｰの設置費用

○補 助 率 設置費の1/2

〇補助上限額 17万円

町内会等と連携した
私道の防犯・交通安全対策

235万円

財源区分：単独～防犯灯設置事業・交通安全施設整備事業の一部～

新

町内会等による私道への防犯灯及びカーブミラー（道路反射鏡）の設置を支援し、公民
協奏による地域の防犯力と交通安全環境の向上を図ります。

2025･2030Ⅱ 「自助・共助（互助）・公助・絆」に基づく公民協奏

○補助対象 【↓防犯灯(LED)】

町内会等が実施する防犯灯（LED）
の設置費用

○補 助 率 設置費の1/2

〇補助上限額
・既存電柱等へ
設置する場合 ３万円

・新たに柱を立てて
設置する場合 12万円

〇私道用防犯灯設置事業費補助金 150万円

【主な補助条件等】

〇延長が20ｍ以上

〇幅員が概ね３ｍ以上

〇私道に隣接する住宅等が３戸以上

〇維持管理は設置者が行うこと

〇設置箇所は私道内又は私有地に限る

〇私道用カーブミラー設置事業費補助金 85万円

公道民地

私道

ｶｰﾌﾞﾐﾗｰ
イメージ写真

27

幅
員
３
ｍ
以
上

【行き止まり道路】

（セーフコミュニティ課・道路維持課）

延長20ｍ以上
幅
員
３
ｍ
以
上

【通り抜け道路】
延長20ｍ以上



農業委員・推進委員に
１人１台タブレット端末導入へ

455万円

財源区分：単独～農業委員会事務局費～

新

2025・2030Ⅲ「市役所ＤＸ化」への集中（緊急）投資

＜タブレット端末活用によるＤＸ化イメージ＞

農業者等

コロナ禍における新たなワークスタイルの会議開催の実現や、事務の効率化を図るため、
「農業委員」及び「農地利用最適化推進委員」１人１台のタブレット端末を整備し、農業
委員会活動のＤＸ化を推進します。

農業委員
農地利用最適化推進委員

〇新型コロナウイルス感染症対策
農業委員会総会や各種委員会をはじめ、セミ
ナー・研修会等、オンライン開催の取組み推進

全国農地ナビシステム
（インターネット）

農業委員会事務局

Web会議システム利用

Web開催

総会・各種委員会

【説明資料等、書類の電子データ化】

タブレット端末導入

〇各種資料等の電子化によるペーパレス・
ファイルレスの実現

・情報共有・情報伝達の迅速化
・印刷・製本、郵送代等の経費削減 など

情
報

検
索

〇委員の現場活動の充実
・農業者の相談活動の充実
・農業者への情報提供・活用の迅速化

28（農業委員会事務局）



高齢者に向けた
講演会・デジタル機器体験講座の実施

45万円

財源区分：単独～スマートシニア応援事業～

新

2025・2030Ⅲ「市役所ＤＸ化」への集中（緊急）投資

地域社会や産業の担い手として高齢者の活躍が期待され、また、新型コロナウイルス感
染症拡大収束が見通すことができない状況の中、デジタル技術の活用に向けた講演会や体
験講座を実施し、高齢者の更なる活躍の推進を図ります。

【事業の概要】

講師：シニア世代のデジタルクリエーター等
実施方法：オンライン配信

講演会

対象：デジタル機器（タブレット・スマホ）を使うこ
とに意欲のあるシニア

実施回数：15人×５回

初心者向けデジタル体験講座

あさかの学園大学と連携し学生も受講

○身体・認知機能の低下
○生きがい・活躍の場の喪失
○つながりの希薄化・・・
〇災害等情報取得の遅れ

高齢期の生活での課題 デジタル機器への抵抗感を
なくし、高齢期の生活を
スマート（賢く）に！

29（健康長寿課）



〇図書館の電子書籍を5,300冊に拡充 999万円
～奉仕活動事業～ 財源区分：臨時交付金

拡

図書館への来館が不要で24時間利用可能な電子書籍を増冊し、新しい生活様式に対応し
た読書環境の更なる充実を図ります。

（中央図書館）

自宅・学校・電車等
電子書籍

貸 出

返 却

タブレット・ＰＣ
スマートフォン等

令和元年度 令和２年度
令和３年度
（当初）

令和３年度
（６月補正）

合 計

一般書 357冊 610冊 275冊 1,560冊 2,802冊

児童書 420冊 854冊 225冊 1,040冊 2,539冊

合計 777冊 1,464冊 500冊 2,600冊 5,341冊

貸出実績 （10～3月）913冊 （4～3月）2,476冊 － － －

図書館の電子書籍を5,300冊に拡充 1,000万円

財源区分：臨時交付金～奉仕活動事業～

2025・2030

拡

30

◆追加導入予定（2,600冊）
・一般書 1,560冊 ・児童書 1,040冊

導入実績等

９
月
貸
出
開
始
予
定

12
月
貸
出
開
始
予
定

Ⅲ「市役所ＤＸ化」への集中（緊急）投資

※５月31日時点の既導入冊数と本年度導入予定冊数の合計

※



産業ＤＸ推進事業プログラム 932万円
～産業ＤＸの更なる推進～

2025年の崖、ＳＤＧｓなどの新たな課題や時代の要請に対応するため、バックキャス
ティング思考による「産業持続・発展ビジョン」の実現に、コロナ対応の視点、さらには
今般成立した「デジタル改革関連法」の動静も捉えながら、本市集積の研究･学術機関等
との連携のもと、産業ＤＸ、事業者ＤＸの更なる推進を図っていきます。

（産業政策課・観光課・産業創出課）

【産業ＤＸ推進の取組み②】
〇製造業ＤＸ加速化事業
・地元ベンダー企業と産学金官連携による
中小製造業者のＤＸ診断等

196万円

P33

【産業ＤＸ推進の取組み①】
〇ＤＸ推進支援体制構築事業
・(一社)日本ＤＸ推進協会との連携協定
・セミナー、個別相談等の実施

〇オンライン活用支援事業
・各商工団体等が実施するオンライン活用に係る
セミナー開催補助

236万円

P32

【産業ＤＸ推進の取組み③】
〇郡山ユラックス熱海Ｗｅｂ会議環境整備事業
・各会議室にＷｅｂ会議を行える環境を整備

〇ＥＣサイト構築支援事業
・モール型ＥＣサイトの新規出店や
ＥＣサイト新規開設、リニューアル等の支援

500万円

P34
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連携協定(予定)
【東北初】

産業ＤＸ推進の取組み①
（ＤＸ導入支援事業）

236万円

財源区分：臨時交付金～産業ＤＸ推進事業～

新

2025・2030産業ＤＸ推進事業プログラム

ＤＸ推進支援体制構築事業 146万円

郡山市
（一社）日本ＤＸ

推進協会

商工会議所・商工会等事業者

オンライン活用支援事業 90万円

(一社)日本ＤＸ推進協会との連携協定を締結し、支援
機関が実施するＤＸ支援事業をバックアップすることで、
事業者のＤＸ推進を強力に支援します。

〇ＤＸオンラインセミナー（広域圏対象）
〇個別相談（市内事業者・支援機関対象）

郡山市

商工会議所・商工会事業者

オンライン商談会やテレワークの推
進を図るため、オンライン活用に関す
るセミナーの開催に要する経費を補助
します。

〇補助対象者（上限：30万円／団体）
商工会議所、商工会、観光団体等

補助

セミナー

委託

支援

テレワーク補助
による支援
(既存予算)

（産業政策課）

支援

ジェトロ等
専門機関

受託事業者

相談
相談調整
セミナー開催

ＤＸ・事業
引継後の
販路開拓等

支援

(一社)日本ＤＸ推進協会との連携協定(予定)・商工会議所等支援機関との連携により、
コロナ禍における事業者のＤＸ推進を支援します。

32



産業ＤＸ推進の取組み②
（製造業ＤＸ加速化事業）

196万円

財源区分：臨時交付金～産業イノベーション事業の一部～

新

2025・2030産業ＤＸ推進事業プログラム

地元ベンダー企業と産学金官連携により市内中小製造業に対して、デジタル化の状況分
析･診断を実施し、今後の製造業のＤＸの推進と価値創造型企業の創出を加速させます。

（産業創出課）

背景・推進のための課題

デジタイゼーション
アナログ・物理データのデジタル化

デジタライゼーション
個別の業務・製造プロセスのデジタル化

デジタルトランスフォーメーション
組織横断/全体の業務・製造プロセスのデジタル化、

顧客起点の価値創出のための事業やビジネスモデルの変革

←国内中堅企業

←国内大企業

←先駆的企業

・９割以上がデジタル化に取組んでいないか散発的実施
・多くの中小企業で、アナログデータのデジタル化
（デジタイゼーション）が進んでいない
・ＤＸ推進のためのパートナーが不在

【ＤＸの構造】

ＤＸ推進の目的・体制

・業務の一部効率化による競争領域への資源集中
・環境の変化に対応でき、新たな価値創造ができる
企業（価値創造型企業）の創出

・中小企業のＤＸトップランナーの創出
・ＤＸ推進パートナー（ベンダー企業）の育成

受託事業者郡山市

アドバイザー
地域ベンダー企業

委嘱
委託

「ＤＸ診断」
市内中小
製造業

【支援体制】アドバイザーのほか、ものづくりに精通
したコーディネータ等との連携でＤＸ診断
を実施する。

アナログ・物理データ
ノート・メモ、経験・勘、商習慣など

←多くの中小企業 日本ＤＸ
推進協会

連携

【現場確認とＤＸ提案書の作成】
・デジタル化の状況分析
・競争領域、非競争領域の明確化
・システム導入提案、コスト計算

など
33



産業ＤＸ推進の取組み③ 500万円

財源区分：臨時交付金～郡山ユラックス熱海指定管理・物産振興事業の一部～

新

2025・2030

新

コロナ禍で観光客の減少が顕著な中、土産品
など特産品の販売機会が減少している事業者を
支援するため、販路拡大のニューノーマル(新常
態)として、モール型ＥＣサイトへの新規出店、
ＥＣサイトの新規開設及びリニューアルを支援
します。

○対象者 市内に事業所があり、特産品を販売する

中小企業者及び個人事業主

○補助額 １社当たり10万円を上限に補助

○補助要件 モール型ＥＣサイトへの新規出店支援
独自ＥＣサイトの新規開設
既存ＥＣサイトリニューアル支援

※ＥＣサイトとは
Ｅコマース（Ｅ-Commerce:電子商取引）のサービスを

提供するＷｅｂサイトの通称です。

ＥＣサイト構築支援事業
300万円

産業ＤＸ推進事業プログラム

（観光課）

コロナ禍で多くの会議やコンベンションな
どがオンライン形式を取り入れる中、Ｗｅｂ
会議利用のニーズの高まりに応じるとともに、
その普及促進を図るため、郡山ユラックス熱
海の各会議室における通信環境を強化します。

○事業概要
・ＬＡＮ配線接続
・機器設置

○利用開始時期
2021年９月（予定）

郡山ユラックス熱海
Ｗｅｂ会議環境整備事業 200万円
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ＳＮＳを活用した
文化芸術活動等におけるＤＸ化の推進

77万円

財源区分：臨時交付金～文化芸術振興事業～

新

2025･2030

新型コロナウイルス感染症の影響で活動が制限されている文化芸術活動等を支援するた
め、YouTubeなどのＳＮＳを活用した活動・表現方法を体験しながら学ぶワークショップを
開催します。

効果 感染症拡大長期化の中での文化芸術活動等の推進
郡山から国内外への情報発信、ＤＸの推進

文化芸術活動等の制限 ⇒ ＳＮＳ等を活用した表現(発信)方法の拡大

ＳＮＳ活用の方法等を学べる機会の要望（特に中高年層）

〇内 容：撮影､編集､投稿等の流れをレクチャー
視聴しやすい、されやすいテクニック等を指導

〇募 集：延べ50名程度（予定）

〇対 象：文化芸術活動等を行う団体、個人

〇講 師：映像制作クリエイター（予定）

〇参加費：無料

７月 ８月 ９月 10月 11月
第1回
ワーク
ショッ
プ

第２回
ワーク
ショッ
プ周知・募集

スケジュール

背景

事業概要
【スマホで撮影、編集、投稿を体験】

（文化振興課） 35

Ⅲ「市役所ＤＸ化」への集中（緊急）投資



防災情報の収集・発信機能の強化 5,036万円

財源区分：市債～防災情報発信事業・地域防災力充実事業～

拡

災害情報の迅速かつ確実な収集・伝達のため、ドローンの導入及び、防災（防疫）情報
伝達システムのリモート化と屋外拡声子局（スピーカ）の増設を行います。

2025･2030Ⅳ「防災コンパクト都市・流域治水」による安全安心実現

（富久山・安積・田村地区）

〇ドローン導入による
災害情報収集機能強化 178万円

【東日本台風で被災した中央工業団地】
※2019年10月13日㈱スペースワン撮影

カメラ付きドローンからの空撮
により要救助者の救出活動や被害
状況の把握など災害情報の収集に
活用します。

〇防災情報伝達システムのリモート化と屋外拡声子局の増設 4,858万円

防災情報伝達システム

メ
ー
ル

電
話
ガ
イ
ダ
ン
ス

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
Ｆ
Ｍ

ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト

Ｓ
Ｎ
Ｓ

防
災
行
政
無
線

既存入力ＰＣ１台
リモート用
ＰＣ２台

追加導入

【カメラ付きドローン】

屋外子局(ｽﾋﾟｰｶ)
増設３か所

防災行政無線・メール・ＳＮＳ等の多様な手段で防災（防疫）情報を発
信する防災情報伝達システムの配信作業のリモート化と、東日本台風被害
等を踏まえ、防災行政無線屋外拡声子局（スピーカ）を増設します。

屋外拡声子局
(スピーカ)
既存149局

防災情報等の発信

屋外拡声子局増設箇所
①富久山町久保田地内
②安積町笹川地内
③田村町下行合地内

１

２

３

（防災危機管理課） 36



【災害備蓄倉庫設置箇所】
①緑ヶ丘東二丁目地内
（市有地活用）
②安積町荒井字南赤坂地内
（安積総合学習センター敷地）

１

２

災害備蓄倉庫の整備による
避難者受入れ体制の強化

1,637万円

財源区分：市債～災害時用備蓄品整備事業～

拡

本市の地理的特性と災害の発生状況を踏まえ、災害時の円滑な物資供給を図るため、災
害備蓄倉庫を増設します。

2030Ⅳ「防災コンパクト都市・流域治水」による安全安心実現

（緑ヶ丘・安積地区）

【倉庫設置場所②（安積町）】

【倉庫設置場所①（緑ヶ丘）】

37

【拡大図】

（防災危機管理課）



消防団の装備と活動拠点の充実 7,396万円

財源区分：市債～消防力整備事業～

拡

気候変動等により大規模化・複雑化する災害へ対応するため、活動拠点となる消防車庫
詰所の整備とともに、装備品の更なる充実を図ります。

2030Ⅳ「防災コンパクト都市・流域治水」による安全安心実現

（安積・喜久田地区）

〇林野火災等へ対応した
背負い式水のうの補充 106万円

【「背負い式水のう」による消火活動】
※2021年４月23日熱海地区林野火災

気候変動等で大規模化する恐れ
のある林野火災対策
として、山間部の
消防団へ、背負い
式水のうを追加配
備します。

【背負い式水のう】

〇消防団車庫詰所の建替え 7,290万円

消防団の活動拠点となる消防車庫詰所の老朽化等に対応するため、郡
山市消防団改編計画等に基づき建替えを行います。

安積地区隊（旧中牛庭班）

喜久田地区隊（旧早稲原班）

【現在の車庫詰所（築後約40年経過】

【現在の車庫詰所（築後約40年経過】

建替え後のイメージ

※所属する団員数及び敷地面積等により
施設規模及び構造（階層）が異なります。

中央地区隊
第１分団
第２班詰所
（大町一丁目）
※令和２年度建替

38

西田地区隊
第２分団
第２班詰所
（西田町三町目）
※令和２年度建替

（防災危機管理課）



治水の安全度を高めるための河川整備①

Ⅳ「防災コンパクト都市・流域治水」による安全安心実現 2030

～準用河川改修事業 １～

拡 6,950万円

財源区分：補助 国1/3 市債等

39

（施工後）

【実施内容】
古川池開削工事
徳定川流域治水計画変更委託

堤防・樋門完成：令和２年度

放水路完成：令和５年度予定

日本大学工学部

徳定川

放水路

新河道

樋門

（河川課）

徳定川

令和元年東日本台風により、甚大な被害が発生した郡山市が管理する準用河川（徳定
川、愛宕川、荒川、亀田川）において、各河川ごとに河川改修及び浸水対策の検討を進
めます。

国土交通省提供

【古川池掘削イメージ】

古川池

開削工事



令和元年東日本台風により、甚大な被害が発生した郡山市が管理する準用河川（徳定川、
愛宕川、荒川、亀田川）において、各河川ごとに河川改修及び浸水対策の検討を進めます。

（施工後）

（施工後）

40

宝沢沼 照内川

準用河川 愛宕川 Ｌ＝2,000ｍ

整備済Ｌ＝810ｍ未計画
Ｌ＝800ｍ

整備中
Ｌ＝390ｍ

普通河川区間 Ｌ＝1,000ｍ

愛宕川

（河川課）

Ⅳ「防災コンパクト都市・流域治水」による安全安心実現

～準用河川改修事業 ２～

2030

□善宝池周辺整備スケジュール
Ｒ２年度 愛宕川流域の現況調査
Ｒ３年度 愛宕川流域全体計画見直し
Ｒ４年度 善宝池貯留施設の詳細設計

【実施内容】
愛宕川流域貯留施設概略設計委託



治水の安全度を高めるための河川整備②

Ⅳ「防災コンパクト都市・流域治水」による安全安心実現 2030

～普通河川改修事業～

拡

【実施内容】
・測量設計委託
大槻川（大槻町字下町）
仲 川（湖南町福良）
川底川（三穂田町八幡）

・改修工事
宮南川（逢瀬町多田野）

【仲川改修イメージ】

（施工前） （施工後）

【宮南川改修イメージ】

（施工前） （施工後）

国の「防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策」と連携した緊急自然災害防
止対策事業債を活用し普通河川の改修を進めます。

3,410万円

財源区分：市債

仲川

宮南川

41（河川課）



太陽光発電システム設置

蓄電池設置

ＬＥＤ照明・コンセントほか
電気設備

表示装置、気象等観測装置設置

指定避難所(高瀬地域公民館)に
太陽光発電、蓄電池、ＬＥＤ照明を導入
～公民館改修費の一部～

3,610万円

42（生涯学習課）

財源区分：補助 国 1/2

避難所に指定されている高瀬地域公民館に、再生可能エネルギー設備等を導入すること
により、平時の温室効果ガス排出抑制を図るとともに、災害時における非常用電源を確保
し避難所機能を強化します。

(田村地区）

2030・2050

高瀬地域公民館配置図 デジタルサイネージ

太陽光パネル

内 容

2021年８月から2022年１月まで（予定）

スケジュール

Ⅳ「防災コンパクト都市・流域治水」による安全安心実現



ＬＥＤ化の推進と施設の安全利用 4,000万円

財源区分：単独

新

2050年ＣＯ2排出実質ゼロに向けた取り組み及び施設の機能向上や安全利用に向け、郡
山カルチャーパークアリーナ照明器具のＬＥＤ化及び吊り天井の修繕を実施します。

2030･2050

（安積地区）

Ⅳ「防災コンパクト都市・流域治水」による安全安心実現

～郡山ｶﾙﾁｬｰﾊﾟｰｸ指定管理費及び郡山ｶﾙﾁｬｰﾊﾟｰｸ改修費の一部～

１ 事業（修繕）の概要
《照明器具ＬＥＤ化》・・全99台 1,550万円

《吊り天井修繕》・・約3,000か所 2,450万円

２ 事業の効果
○ＬＥＤ化による電気使用量の約７割削減

○電球交換などの維持管理費の削減

○ＣＯ2排出量削減によるカーボンニュートラルの推進

○施設機能・安全性の向上及び長寿命化の推進

○照明器具取替え及び天井修繕の足場共用による経費節減

照明器具ＬＥＤ化 吊り天井修繕

郡山ｶﾙﾁｬｰﾊﾟｰｸｱﾘｰﾅ

ＬＥＤ化による施設の機能向上とともに省エネ及び
ＣＯ2排出量削減によりカーボンニュートラルの推進
に努める。

経年変化によるナットの緩みが点検により判明した
ため、ダブルナット設置による緩み防止対策を実施す
る。

43（公園緑地課）



福島県沖地震により被災した
公共施設の復旧

７億5,546万円

財源区分：市債～令和３年発生災害復旧事業～

新

現在休館中の中央図書館について、早期の施設供用及びサービスの全面再開に向け、復
旧修繕を実施します。

2030

（中央図書館） 44

Ⅳ「防災コンパクト都市・流域治水」による安全安心実現

(麓山地区 外）

5月～8月 9月～ 1月 4月

【南側外壁】

中央図書館の主な被害状況（2021.2.14撮影）

【こども図書館トイレ】

【南側独立柱】

【こども図書館 梁】

・改良復旧（原状復旧＋部分補強）を実施します。
〈安全性の向上、長寿命化の視点を取り入れた改修〉

・施工方法の選択により、中央図書館における早期供
用開始を目指します。

※供用開始までは、臨時
窓口等での代替サービス
の提供により、図書館機
能の維持を図ります。

復旧の基本的な考え方

【臨時窓口（中央公民館）】

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

中央図書館 ３億6,220万円

全館総点検
復旧設計 1階、外壁修繕

2階、3階修繕

復旧修繕 部分供用開始

全面再開館



躯体や舞台整備の復旧修繕を行い、施設の早期再開を目指します。

被害状況等 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

舞台設備
修繕

吊り物装置破損、変形
照明・音響器具等破損 等

建築物等
修繕

空調機ダクト、天井破損、
シャンデリア破損
冷温水配管破損 等

修繕監理
委託

修繕内容と設計図書との
照合・確認

修繕

修繕監理委託

修繕

施
設
再
開
見
込
み

スケジュール

設計・契約手続

設計・契約手続

設計・契約手続調査

調査

■ 事業費 ３億7,444万円
・修繕費 ３億7,246万円

建築物等 １億3,987万円
舞台設備 ２億3,259万円

・委託料 198万円
修繕監理業務

■ 財 源 社会教育施設災害復旧事業債

事業費の内訳

45（文化振興課）

けんしん郡山文化センター ３億7,444万円

建築物等（大ホール）

天井の破損

舞台設備（大ホール）

【スピーカーフェルト破損等】

施設の被害状況

【吊り物レール等破損】

【天井一部破損】

舞台 客席

【空調吹出口落下】



施設名 修繕内容等 予算額

保育所 外階段、遊戯室壁修繕等（中野保育所外２保育所） 89万円

21世紀記念公園 とんがりふれあい館天井修繕 650万円

麓山公園 弁天池橋修繕 180万円

文学の森資料館 外壁、屋根瓦等修繕 197万円

中央公民館 屋上展望台ガラス修繕 289万円

少年湖畔の村 正面入口自動ドア、正面玄関ホール天井等修繕 477万円

46（文化振興課・保育課・公園緑地課・生涯学習課・中央公民館）

その他（８施設） 1,882万円

【少年湖畔の村ホール天井ひび割れの状況】【弁天池橋の被害状況】【【中央公民館屋上展望台ガラス破損状況】

※郡山しんきん開成山プールについては、 ７月上旬の再開館を目指し現在修繕工事中です。



学校給食の充実による生徒の栄養支援と
郡山産の鯉の消費拡大

141万円

財源区分：補助 国 10／10～鯉６次産業化プロジェクト事業～

拡

栄養価の高い郡山産の鯉を中学校給食に提供し、生徒の栄養支援・学校給食の
充実を図るとともに、コロナ感染症により需要減少が続いている郡山産鯉の消費
拡大による生産者等の事業継続を支援します。

2030

〇背景
・ウイルスに負けない体づくりのため、良質なタンパク質の
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

〇対象 市立中学校22校の生徒等 8,700人
〇内容
◆郡山産鯉（加工品）を市立中学校の給食食材として提供
中学生（60g/食）8,700食 １回（７月中旬に実施）

◆鯉の魅力発信
・昨年度調理学校等の協力のもと開発した鯉メニューを
提供し、生徒に鯉の美味しさを知ってもらう

〇効果
・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

鯉生産者及び
納入業者

給食
センター

市

市立中学校

②納品①発注

③給食納品

④給食実施

⑤請求

⑥支払

（園芸畜産振興課）

鯉はビタミンB1が豊富で、
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当たりの含有量が17.7gと、豊富に含まれ
ています。
※タンパク質含有量は、文部科学省「日本食品標準成分表」引用

【昨年度提供の中学校給食】

Ⅴ「部局間連携・部局間協奏」による縦割り打破

47



こおりやま広域圏の魅力を
海外に発信

126万円

財源区分：単独～シティプロモーション推進事業の一部～

外務省と共催する視察ツアー及び(一財)自治体国際化協会と共催する交流セミナーを郡山
で実施し、こおりやま広域圏の魅力を海外に発信して、交流や農産物の輸出、企業進出等の
機会拡大につなげます。

2030Ⅴ「部局間連携・部局間協奏」による縦割り打破

新

駐日大使館の大使等外交官
（参加者想定：10～20名程度）

11月下旬 １泊２日（予定）

駐日外交団が地方を訪問して、企業・観光・文
化施設等の視察・体験や関係者・市民との交流を
通して、こおりやま広域圏に対する理解を深め、
その魅力を海外に向けて発信します。

【過去の視察の様子】

地方視察ツアー 100万円 海外自治体幹部交流協力セミナー 26万円

対象者

日 程

（一財）自治体国際化協会の
シンガポール事務所が所管する
国の自治体及び関係機関幹部職
員を招へいし、本市の現状及び
課題について意見交換及び情報
交換を行うことにより、海外自
治体とのネットワークを構築し
ます。

対象者
シンガポール事務所の担

当地域内の自治体及び関係
機関幹部職員
（参加者想定：10名程度）

日 程

12か国

【過去のセミナーの様子】

48（国際政策課）

【シンガポール事務所】
担当地域：12か国

・シンガポール
・マレーシア
・フィリピン
・インドネシア
・ブルネイ ・タイ
・ベトナム ・ラオス
・ミャンマー
・カンボジア ・インド
・スリランカ

10月12日～14日
２泊３日（予定）



伊賀河原土地区画整理事業概要
〇地区面積 A=40.2ha
進捗率 92.8％(令和３年度末見込)

〇事業内容
東部幹線橋梁整備工事（上部工）
郡山インター線舗装工事（L=110ｍ）
区画道路改良工事・建築物等移転補償 外

徳定土地区画整理事業概要
〇地区面積 A=49.7ha
進捗率 62.4％(令和３年度末見込)

〇事業内容
区画道路改良工事
建築物等移転補償 外

大町土地区画整理事業概要
〇地区面積 A=2.2ha
進捗率 87.6％(令和３年度末見込)

〇事業内容
区画道路改良工事
整地工事
建築物等移転補償 外

日本大学

49

凡 例

整備予定

整備改良済

凡 例

整備予定

整備改良済

凡 例

整備予定

整備改良済

伊賀河原地区

徳定地区

大町地区

都市計画道路 日の出通り線

23億6,666万円
～区画整理手法で宅地整理を行い、安全で安心して暮らせる都市
基盤整備を進めています＜伊賀河原・徳定・大町特別会計＞～

財源区分：補助 国1/2 
市債 90％

継

２ まちづくりトピックス ［令和３年度当初予算計上事業]
将来世代につなぐ持続可能なまちづくりを着実に進めています。

住みよい市街地づくりへ向けて土地区画整理を推進

トピックス①

（区画整理課）



環状道路（内環状線・東部幹線・
大町大槻線等）の整備促進

７億7,163万円

～環状線等街路整備事業・幹線道路新設改良舗装事業～

50（道路建設課）

財源区分：補助 国1/2、5.5/10 市債90％

継

内環状線事業概要
○事業延長 Ｌ＝1,160ｍ Ｗ＝27ｍ
〇進捗率 74％(令和３年度末見込)
○事業内容
道路改良、用地補償７件等

東部幹線事業概要
○事業延長 Ｌ＝948ｍ Ｗ＝25ｍ～27ｍ
〇進捗率 62％(令和３年度末見込)
○事業内容(富久山工区)
道路改良・ＪＲこ線橋委託等

大町大槻線事業概要
○事業延長 Ｌ＝650ｍ Ｗ＝18ｍ
〇進捗率 100％(令和３年度末見込)
○事業内容
道路改良舗装（L=200ｍ）等

（大槻・富久山地区）

安全で円滑な道路交通や地域間のアクセス向上を図るため、環状道路網を整備するとと
もに、生活の利便性の向上を図るため、幹線道路の整備を進めています。

トピックス②



健康未来都市に向けたニュー
ノーマルな都市開発を推進

市街地の環境整備と良好な市街地住宅等を供
給するため、土地利用の共同化・高度化と併せ
て、都市施設と一体的に市街地住宅を整備する
民間事業者に補助をします。

12億4,726万円

～地域生活拠点型再開発事業・市街地再開発整備事業～

51（都市政策課）

財源区分：補助 国1/2 県1/4

地域生活拠点型再開発事業 市街地再開発事業

細沼町地区
（日東病院）

大町二丁目地区
（旧星総合病院）

駅前一丁目第二地区
（旧寿泉堂綜合病院）

実施主体
郡山市細沼町地区再開発ビル建設
協議会

（公財）星総合病院 （公財）湯浅報恩会 外

区域面積 約0.4ha 約0.8ha 約0.4ha

事業期間
令和元年度～令和５年度

（2019年～2023年）
令和３年度～令和６年度
（2021年～2024年）

令和３年度～令和６年度
（2021年～2024年）

予算額 ２億4,490万円 2,863万円 ９億7,372万円

整備内容

11階建併用住宅
住居50戸

８階建併用住宅
住居66戸（賃貸）

21階建併用住宅
住居146戸

医療施設・共同住宅
乳児院、保育所等児童福祉施設、

マーケット、医療施設等
医療施設・共同住宅

【細沼町地区マンション部イメージパース】

※現時点でのイメージであり、実際とは異なる

可能性もあります。

継 新 新

新

トピックス③



損壊家屋等の解体・撤去 ４億円
～災害等廃棄物処理事業～ 財源区分：補助 国1/2 等

福島県沖地震により被災した家屋等の解体・撤去により、被災地域の生活環境の保全等
を図っています。

（３Ｒ推進課）

対 象
り災証明で、全壊、大規模半壊、中規模半壊
又は半壊の判定を受けた家屋等

予算額

【公費解体】
①解体撤去業務 １億5,000万円
②解体廃棄物処分業務 5,000万円

【自費解体分】
（所有者が自費で行った解体・撤去に対する費用償還）

２億円
被災した家屋の解体作業の様子

52

公費解体 自費解体 合計

申請件数
（令和３年６月２日現在）

60 2 62

新

トピックス④



地方税法の改正に伴い市税条例等を改正します
～郡山市税条例等の一部を改正する条例～

新

【個人市民税】特定公益増進法人等に対する寄附金における寄附金控除等の範囲の見直し

施行日：令和４年１月１日

３ 条例ピックアップ

区分 改正理由 改正内容
法改正 特定公益法人等に対する寄附金について、寄

付金控除の範囲の見直しを行い、制度の適正
化を図ります。

※特定公益法人等：公共法人、公益法人等の
うち、教育又は科学の振興、文化の向上、社
会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄
与する法人

特定公益法人等に対する寄附金の寄附金控除及び
所得税額の特別控除について、その対象となる寄
附金から出資に関する業務に充てることが明らか
な寄附金を除外します。

※寄附金控除の対象は当該法人の主たる目的であ
る業務に関連するものに限ります。

【個人市民税】セルフメディケーション税制の延長 施行日：令和４年１月１日

区分 改正理由 改正内容
法改正 セルフメディケーションに自発的に取り組む

ことで、少子高齢化・ポストコロナ社会にお
いて限りある医療資源の有効活用と健康の維
持増進を図ります。

適用期限を５年延長します。

※対象期間

平成30年度～令和４年度→令和９年度まで延長

セルフメディケーション税制：実際に支払った特定一般用医薬品等購入費の合計額から１万２千円を差
し引いた金額（上限８万８千円）を所得控除する制度（医療費控除との選択制）

53（市民税課）



【個人市民税】国外居住親族に係る扶養控除の見直し 施行日：令和６年１月１日

区分 改正理由 改正内容
法改正 国外居住親族に係る扶養親族の適用要件見直

しを踏まえ、個人住民税均等割・所得割の非
課税限度額の算定及び均等割の税率軽減判定
の基礎となる扶養親族の取扱いについて見直
します。

年齢30歳以上70歳未満の非居住者であって、以下
のいずれにも該当しない者を除外します。

① 留学により国内に住所及び居所を有しなく
なった者

② 障害者
③ その納税義務者から前年において生活費又は

教育費に充てるための支払を38万円以上受け
ている者

区分 改正理由 改正内容
法改正 浸水被害防止・軽減のために整備される雨水

貯留浸透施設に係る課税標準の特例措置を創
設します。

特定都市河川浸水被害対策法や下水道法に基づき、
都道府県知事や市町村長等の認定を受けて整備さ
れた雨水貯留浸透施設について、固定資産税の課
税標準を３分の１とします。

【固定資産税】償却資産（雨水貯留浸透施設）の特例措置の追加

施行日：特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律附則第１条本文の政令で定める日
又は公布の日のいずれか遅い日

貯留槽（地下に施工） 透水性舗装 浸透ます

総務省 2021年１月22日 全国都道府県税務主管課長・市町村税担当課長合同会議資料より 54



４ 補正予算案の詳細

（１）会計別補正予算

（単位：千円、％）

55

前年度６月
対前年度
６月

補正前の額 補正額 補正後の額 現計予算額 増減率

124,982,971 4,245,804 129,228,775 181,616,974 △ 28.8

100,405,888 1,039,869 101,445,757 98,690,965 2.8

国 民 健 康 保 険 28,781,040 1,029,460 29,810,500 28,502,219 4.6

介   護   保   険 25,617,237 5,258 25,622,495 25,510,714 0.4

225,388,859 5,285,673 230,674,532 280,307,939 △ 17.7合計

会　計　名
令和３年度

一　　般　　会　　計

特　　別　　会　　計

う
ち



（２）性質別補正予算
（単位：千円、％）

56

対前年度

６月

現計 増減率

予算額

57,317,193 511,316 57,828,509 44.7 58,131,073 32 △ 0.5

人件費 19,539,941 30,938 19,570,879 15.1 19,309,796 10.6 1.4

扶助費 29,008,794 480,378 29,489,172 22.8 29,742,363 16.4 △ 0.9

公債費 8,768,458 0 8,768,458 6.8 9,078,914 5 △ 3.4

11,030,240 2,835,118 13,865,358 10.7 34,108,962 18.8 △ 59.3

補助事業 6,314,877 1,101,020 7,415,897 5.7 5,913,652 3.3 25.4

単独事業 2,632,146 983,458 3,615,604 2.8 4,392,267 2.4 △ 17.7

災害復旧事業 2,083,217 750,640 2,833,857 2.2 23,803,043 13.1 △ 88.1

56,635,538 899,370 57,534,908 44.6 89,376,939 49.2 △ 35.6

維持補修費 2,044,808 184,563 2,229,371 1.7 2,104,217 1.2 5.9

予　備　費 1,983,367 △ 1,400,004 583,363 0.5 606,667 0.3 △ 3.8

124,982,971 4,245,804 129,228,775 100 181,616,974 100 △ 28.8合　　　計

義務的経費

投資的経費

その他の経費

う
ち

区　　　分
令和３年度 前年度６月

補正前の額 補正額 補正後の額 構成率 構成率



５ 提出議案一覧

① 予算議案 ５件

② 条例議案 11件

議案番号 件 名 施行期日等
第89号 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

律の一部改正に伴う関係条例の整理に関する条例（広聴広報課）
令和３年９月１日

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
法律の一部改正に伴い、所要の改正を行う。

第90号 郡山市固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例（資産税課）公布の日

審査申出書及び口述書の提出に係る押印の見直しに伴い、所要の改正
を行う。

第91号 郡山市高年齢者等就業支援団体認定審査会条例の一部を改正する条例
（雇用政策課）

公布の日

地方自治法施行規則の一部改正に伴い、所要の改正を行うとともに、
規定を整備する。

第92号 郡山市税条例等の一部を改正する条例（市民税課） 公布の日
令和４年１月１日
令和４年４月１日
令和６年１月１日
特定都市河川浸水被害対策法等の一
部を改正する法律の政令で定める日
又は公布の日のいずれか遅い日

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。

57

議案番号 件 名
第84号～
第88号

令和３年度郡山市一般会計補正予算（第４号）ほか４会計補正予算
一般会計、国民健康保険、後期高齢者医療、介護保険、母子父子寡婦福祉資金貸付金



議案番号 件 名 施行期日等
第93号 郡山市手数料条例の一部を改正する条例（財政課） 令和３年８月１日

令和３年９月１日
公布の日

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施行令
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
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94号 郡山市保護施設等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（生活支援課）

令和３年８月１日

救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設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95号 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（こども政策課）

公布の日

特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援
施設等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。

第96号 郡山市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を
定める条例等の一部を改正する条例（障がい福祉課・こども政策課・こども家
庭支援課）

公布の日又は
令和３年７月１日
のいずれか遅い日
公布の日
令和４年４月１日

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定
障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等の一部改正に
伴い、所要の改正を行う。

第97号 郡山市営住宅条例の一部を改正する条例（住宅政策課） 公布の日

郡山市営住宅及び共同施設に対する指定管理者制度の導入並びに過疎地域の
持続的発展の支援に関する特別措置法の施行に伴い、所要の改正を行う。

第98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

国民健康保険税の減免に係る申請の特例の適用期間を延長する。

58



③ その他の議案 ６件

議案番号 件 名
第100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リサイクル推進施設基幹的設備改良工事
第101号 工事請負契約について（契約課）

校舎長寿命化改修事業 郡山市立大島小学校校舎内部改修工事（Ⅱ期）
第102号 業務委託契約について（道路建設課）

磐越西線郡山・郡山富田間東部幹線こ線橋新設工事の業務委託契約
第103号 財産の取得について（契約課）

消防ポンプ自動車 ３台
第104号 財産の取得について（契約課）

教授用タブレット端末機 1,388台

59

議案番号 件 名 施行期日等
第99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

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したことによる令和３年度
の国民健康保険税及び介護保険料等の減免を行う。



議案番号 件 名 施行期日等
第105号 専決第５号 令和２年度郡山市一般会計補正予算（第17号） 令和３年３月17日

令和３年度郡山市一般会計補正予算（第２号）
専決第６号 令和３年２月13日の福島県沖を震源とする地震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（市民税課）
令和３年３月17日

令和３年２月13日の福島県沖を震源とする地震により被害を受け
た納税義務者の市民税等の減免する必要が生じたため。

専決第９号 令和２年度郡山市一般会計補正予算（第18号） 令和３年３月31日
令和２年度郡山市県中都市計画富田第二土地区画整理事業特別会計
補正予算（第２号）
令和２年度郡山市駐車場事業特別会計補正予算（第３号）
令和２年度郡山市工業団地開発事業特別会計補正予算（第３号）
令和２年度郡山市熱海温泉事業特別会計補正予算（第４号）
令和２年度郡山市水道事業会計補正予算（第５号）
令和２年度郡山市下水道事業会計補正予算（第５号）
令和２年度郡山市農業集落排水事業会計補正予算（第３号）

専決第10号 郡山市税条例の一部を改正する条例（市民税課） 令和３年３月31日
郡山市税条例の一部を改正し、令和３年４月１日から施行する必

要が生じたため。
専決第11号 和解及び損害賠償の額を定めることについて（市民課） 令和３年３月31日

令和２年１月23日発生 郡山市民ふれあいプラザ内 椅子の脚が
床のくぼみに落ちて転倒し、負傷し後遺障害が生じたことによる損
傷事故

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（住宅政策課） 令和３年４月23日
令和３年２月13日発生 福島県沖地震により市営住宅の建物の一

部が破損・落下し、駐車していた車両を破損

専決第17号 令和３年度郡山市一般会計補正予算（第３号） 令和３年４月26日60



報告番号 件 名 施行期日等
報告第２号 専決第４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３年３月11日

令和２年10月26日発生 昭和二丁目地内 路面のくぼみによる
車両損傷事故

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（道路維持課） 令和３年３月17日
令和３年２月25日発生 大槻町字室ノ木地内 破損した道路反

射鏡の支柱による車両損傷事故
専決第８号 和解及び損害賠償の額を定めることについて（生涯学習課） 令和３年３月22日

令和３年２月15日発生 喜久田ふれあいセンター内 強風によ
り看板が剥がれ飛び、駐車していた車両を破損

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（学校管理課） 令和３年４月16日
令和３年２月17日発生 郡山市役所本庁舎駐車場内 市が使用

する車両による駐車車両への衝突事故
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３年４月23日

令和３年２月６日発生 田村町小川地内 道路上の段差による
車両損傷事故

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（住宅政策課） 令和３年４月23日
令和３年２月13日発生 福島県沖地震により市営住宅の建物の

一部が破損・落下し、駐車していた車両を破損
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（道路維持課） 令和３年４月23日

令和３年２月21日発生 下舘野地内 グレーチングの隙間に足
を挟め負傷したことによる損傷事故

専決第18号 和解及び損害賠償の額を定めることについて（中央公民館） 令和３年５月11日

令和３年３月13日発生 中央公民館金透分室 汚水桝に足を挟
め負傷したことによる損傷事故

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２年度郡山市一般会計継続費繰越計算書

報告第４号 令和２年度郡山市一般会計繰越明許費繰越計算書

報告第５号 令和２年度郡山市一般会計事故繰越し繰越計算書

報告第６号 令和２年度郡山市県中都市計画富田第二土地区画整理事業特別会計繰越明許費繰越計算書

報告第７号 令和２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

報告第８号 令和２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事故繰越し繰越計算書

報告第９号 令和２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

報告第10号 令和２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

報告第11号 令和２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

報告第12号 令和２年度郡山市総合地方卸売市場特別会計継続費繰越計算書

報告第13号 令和２年度郡山市工業団地開発事業特別会計繰越明許費繰越計算書

報告第14号 令和２年度郡山市水道事業会計継続費繰越計算書

報告第15号 令和２年度郡山市水道事業会計予算繰越計算書

報告第16号 令和２年度郡山市下水道事業会計継続費繰越計算書

報告第17号 令和２年度郡山市下水道事業会計予算繰越計算書

報告第18号 令和２年度郡山市農業集落排水事業会計予算繰越計算書

⑤ その他の報告案 16件
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