
令和４年６月補正予算の概要

1

郡 山 市
令和４年６月８日
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（3）補正予算の考え方

（4）主な補正項目等

（5）新型コロナウイルス感染症対策（危機管理予算）

※コロナ･国際情勢等を踏まえた原油価格･物価高騰等対策含む

（6）主な取組事業概要

２ 補正予算案の詳細

（1）会計別補正予算

（2）性質別補正予算

３ 提出議案一覧

※本書に掲載している写真、イメージ図等データについては提供可能です。
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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 ５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 12件
（工事請負契約について ほか）

１ 令和４年６月定例会提出議案の概要
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一般会計 37億1,342万8千円

累 計 1,384億4,949万円

特別会計 7億2,256万2千円

累 計 1,032億7,726万5千円

合 計 44億3,599万円

累 計 2,417億2,675万5千円

（２）補正予算案
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（３）補正予算の考え方

６月補正予算は、当初予算編成方針の｢５本柱｣及び新型コロナウイルス感染症対策などの
危機管理予算の視点、バックキャスト思考を継承しつつ、福島県沖地震対応さらには現下の
国際情勢等を踏まえたコロナ禍における原油価格・物価高騰等対策など、市民生活の安定、
社会経済活動の回復に資するための予算を計上しました。

ＤＸ推進型「新型コロナウイルス感染症対応」 課題解決先進都市の創生
～コロナ克服 郡山～

令和４年度当初予算

６月補正予算

子育て世帯生活支援特別給付金 住民税非課税世帯等臨時特別給付金５月専決
緊急対策

ポストコロナの未来を切り拓き
市民の皆さんに「安心」と「希望」をお届けするための予算を

バックキャスト思考に基づき編成

新型コロナウイルス感染症対策

福島県沖地震からの復旧

コロナ･国際情勢等を踏まえた
原油価格・物価高騰等緊急対策

新たな行政課題や需要への対応
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産業

（４）主な補正項目等

〇新型コロナウイルスワクチンの４回目接種を実施 【P９】（７億6,145万円）

〇自宅療養患者への健康観察等防疫対策事業 【P10】（10億9,093万円）

〇医療機関への支援継続 【P10】（１億5,067万円）

〇学校感染拡大防止対策(スクールバス増便・トイレ清掃）【P12】 （7,491万円）

〇コンベンション参加者宿泊・周遊促進事業 【P13】 （2,042万円）

〇開成館の総点検を実施 【P17】 （2,384万円）

〇(仮称)富久山総合学習センター別館を建設 【P18】（９億7,073万円）
※(旧)富久山公民館富久山分室の復旧

〇マイナンバー関連各種システム改修 （5,669万円）

〇国民健康保険事業(税率等の改定) 【P19】 （3億9,875万円）

〇認定新規就農者のスタートアップ支援 【P22】 （5,189万円）

〇(仮称)歴史情報・公文書館を建設 【P23】(31億7,987万円(継続費))

１ 新型コロナウイルス感染症対策

３ 福島県沖地震からの復旧

４ 新たな行政課題や需要への対応

ＤＸ

ＳＤＧｓ

２ コロナ･国際情勢等を踏まえた原油価格・物価高騰等緊急対策

【学校給食の様子】

【ワクチン接種の様子】

社会教育
【農業用ハウス環境制御導入】

〇小中学校給食費補助（第２学期分） 【P12】 （２億44万円）

〇宿泊施設環境整備支援事業 【P13】 （2,500万円）

〇小麦粉の代替となる米粉の普及推進 【P14】 （300万円）

〇新たな環境で挑戦する事業者の再構築(DX化・GX化)支援 【P15】 （1,000万円）

〇海外販路開拓等支援事業 【P16】 （1,250万円）

〇「Made in こおりやま」市場拡大支援事業 【P16】 （588万円）
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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４年度の新型コロナウイルス感染症対策等に係る予算と主な取組

7

（５）新型コロナウイルス感染症対策（危機管理予算）※原油価格･物価高騰等対策含む

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及び国際情勢等を踏まえたコロナ禍における原油価格・
物価高騰等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。

〇ワクチン接種事業（３回目） （13億9,009万円）
〇防疫対策事業 （２億4,923万円）
〇医療機関支援事業 （6,239万円）
〇小中学校感染拡大防止対策 （5,549万円）
〇観光業支援事業(ﾆｭｰﾉｰﾏﾙ補助金) （3,000万円）

〇雇用維持支援補助金 （550万円）
〇水稲生産緊急支援事業補助金 （1,370万円）

〇創業･事業引継ぎ支援事業 （599万円）
〇産業ＤＸ推進事業 （1,850万円）
〇こおりやま中小企業活性化事業 （210万円）
〇農商工連携推進事業 （101万円）

〇小中学校給食費補助金･１学期 （２億3,580万円）
〇中小企業融資制度事業 （6,336万円）
〇ふくしま感染防止対策認定店応援金（2,000万円）

〇ワクチン接種事業（４回目）【P９】 （７億6,145万円）
〇防疫対策事業【P10】 （10億9,093万円）
〇医療機関支援事業【P10】 （１億5,067万円）
〇病児保育利用料補助金【P11】 （200万円）
〇小中学校感染拡大防止対策(ｽｸｰﾙﾊﾞｽ増便･清掃)【P12】（7,491万円）

〇雇用維持支援補助金 （150万円）

〇宿泊施設環境整備支援事業【P13】 （2,500万円）
〇事業者の再構築(DX化・GX化)支援事業【P15】 （1,000万円）
〇海外販路開拓等支援事業【P16】 （1,250万円）
〇「Made in こおりやま」市場拡大支援事業【P16】 （588万円）

〇小中学校給食費補助金･２学期【P12】 （２億44万円）
〇コンベンション参加者宿泊･周遊促進事業【P13】 （2,042万円）
〇小麦粉の代替となる米粉の普及推進【P14】 （300万円）

当初予算等 54事業 24億9,480万円 ６月補正予算 18事業 24億1,644万円

などなど
※６月補正予算中、上記青字の取組(予算)については、コロナ･国際情勢等を踏まえた原油価格・物価高騰等対策。
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9

新型コロナウイルスワクチンの
４回目接種を実施

７億6,145万円

財源区分：補助 国10/10～新型コロナウイルスワクチン接種事業～

2030

9（新型コロナウイルスワクチン接種プロジェクトチーム）

拡

新型コロナウイルス感染症の重症化予防を目的として、下記の対象者に新型コロナウイ
ルスワクチンの４回目接種を実施します。

予算項目 対象等予算概要 補正額

接種費用 ４回目接種対象人数 134,000人 ３億1,766万円

委託料等
コールセンター
ワクチン配送
超低温冷凍庫設置 など

４億4,378万円

予算の概要

対象者

（１）60歳以上の方

⇒（２）については、予防接種法第９条の努力義務の適用外

（２）18歳以上59歳以下で、基礎疾患等を有する方

・個別接種（市内の139医療機関）
・集団接種（八山田・向河原会場）

※集団接種は対象者が増加する７月上旬
から開始予定です。

接種体制

３回目接種から５か月が経過した方のうち、



10

防疫対策と医療機関支援を継続 12億4,160万円

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～

2030

10（保健所保健・感染症課）

継

●防疫対策事業 10億9,093万円
財源：感染症予防事業費国庫負担金５億1,851万円(1/2、3/4)

地方創生臨時交付金 534万円(10/10)

自宅療養患者への健康観察に要する経費
〇報償費 1,150万円

・外部の保健師等に対する謝礼金

感染症発生動向調査及び積極的疫学調査に要する経費
〇委託料 ９億6,245万円

・PCR(保険診療)に要する経費 ７億8,131万円
・PCR(行政検査)に要する経費 9,144万円
・その他委託料 8,970万円

〇扶助費 9,750万円
・新型ｺﾛﾅ患者入院医療費

〇その他の費用 1,948万円

自宅療養患者への健康観察や発生動向調査を実施し感染拡大防止を図るほか、市内医療
機関への支援を行います。

●医療機関支援事業 １億5,067万円
財源：地方創生臨時交付金１億5,067万円(10/10)

病院・診療所への５つの支援メニュー
①行政検査に係る検体採取経費を補助

１万円／１人

②入院患者の入院日数に応じて経費を補助
１万円／陽性１人１日

③陽性患者発生時の診療所への消毒費用を補助
５万円／陽性判明１日

④電話による健康観察を実施することへの補助
３千円／患者１人１日

⑤患者受入のため輪番体制を確保した医療機関
への補助
163,793円／昼１回、 118,400円／夜１回

PCR検査【行政検査】



保育施設等における
新型コロナウイルス感染症対策を継続

651万円

財源区分：臨時交付金～認可外保育施設支援事業、病児・病後児保育事業～

2025･2030

市の要請に基づき登園を自粛した場合等、保育料を保護者に還付します。また、ひとり
親家庭の保護者に加え、新たに医療機関等の従事者を対象に病児保育利用料を免除します。

拡

1111（保育課）

病児保育利用料の免除 200万円保育料の還付 451万円

郡 山 市郡 山 市

保 護 者

歳入（保育料）の還付

利用しなかった日数に応じて保育料を還付

【参考】1,843名在籍
（うち、０～２歳771名）

【参考】3,677名在籍
（うち、０～２歳1,822名）

【参考】1,088名在籍
（うち、０～２歳603名）

歳出による還付
（協力金）

６月補正451万円

ひとり親家庭の保護者に加え、新たに医療機関等
の従事者を対象に病児保育利用料 (2,000円／回)
を本年４月に遡り免除
【対象施設】
・菊池医院（定員12名） ・ﾁﾙﾄﾞﾚﾝｸﾘﾆｯｸ（定員４名）
・いいもり子ども医院（定員４名）
・わんぱくさいとうこども医院（定員４名）

免除のしくみ

郡 山 市郡 山 市保 護 者保 護 者

病児保育施設（市内４施設）病児保育施設（市内４施設）

補助金申請

補助金交付

利用料免除

利用料の
免除申請

６月補正200万円

市の要請に基づき登園を自粛した場合や、施設が休
園した場合の保育料を本年４月に遡り、日割り計算に
より保護者へ還付（幼児教育・保育無償化の対象とな
らない０～２歳児のみ対象）
【対象施設】

・公立保育所（25施設） ・民間認可保育所（61施設）
・認可外保育施設（42施設）

還付のしくみ

免除の内容還付の内容

公立保育所 民間認可保育所 認可外保育施設



小中学校における新型コロナウイルス
感染症対策を継続

２億7,535万円

財源区分：臨時交付金
～小学校スクールバス運行事業、
小・中学校保健に要する経費、小・中学校給食に要する経費～

継

2030

12（（教）総務課、学校管理課）

新型コロナウイルス感染症対策

感染症対策としてスクールバスの増便やトイレ清掃の専門業者への委託を継続するとと
もに、コロナ禍に加え原油・物価高騰による保護者負担の軽減を図るため、給食費補助を
継続して実施し、児童生徒が安心して学べる教育環境の整備に努めます。

コロナ禍や原油・物価の高騰等による保護
者負担軽減のため、給食費の２分の１相当額
の支援を第１学期に引き続き、第２学期も継
続して実施

◆期 間：令和４年度第２学期

◆軽減額：小学校
12,000円

中学校
14,000円

３密解消のため、スクールバス（タクシー）
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
2,678万円

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１学
期に引き続き、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
4,814万円

原油･物価高騰等緊急対策

コロナ禍、原油・物価高騰による給食費補助
２億44万円



宿泊施設及び飲食店等周遊促進に
対する支援

4,542万円

財源区分：臨時交付金～観光業支援事業の一部～

コロナ禍に加え、原材料高騰の危機を乗り越えるため、宿泊施設の高付加価値化や飲食
店等への周遊促進を支援し、観光需要の喚起を行います。

2025･2030新型コロナウイルス感染症対策 原油･物価高騰等緊急対策

（観光課）

アフターコロナに向け、市内開催の大規模なコンベン
ション参加者の来訪・宿泊にインセンティブを設け宿泊
を促し、さらに飲食店、環境・産業施設等への周遊を促
します。

〇対象となるコンベンションの要件
①郡山市内を会場 ②東北大会以上
③延べ宿泊者25人以上 ④会期２日以上

〇対象予定のコンベンション
15件 8,300人

〇助成内容
宿泊者１名当たり、
2,000円分の商品券
を配布

コンベンション参加者宿泊・周遊促進事業 2,042万円

（郡山コンベンションビューローとの連携） 新たな顧客需要を開拓するため、宿泊施設の高付加価
値化に伴う環境整備の取組を支援します。

○補助内容
高付加価値化に伴う施設改修費、物品購入費

（例）・Wi-Fi導入・フィットネス機器購入
・宴会場の個室化・個室風呂付温泉への改修
・高効率設備（空調、照明等）への改修 等

〇補助額等

宿泊施設環境整備支援事業 2,500万円新
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300万円

財源区分：臨時交付金～郡山地域産業６次化推進事業～

新

小麦の価格が急騰し、世界的な食糧危機が懸念される中において、小麦粉の代替となる
米粉を使った食品の普及を推進することにより、米の消費拡大と食糧自給率の改善を図
り、県内一の水稲生産量を誇る米どころ郡山の農業振興に寄与します。

2030

14（園芸畜産振興課）

背景

●米粉や米粉加工品（麺など）を使った料理のレシピ開発
→市民向け料理教室の開催
→米粉や米粉加工品のＰＲ

●米粉パンの開発→試食会→試食アンケート調査

関係事業者との連携

●国内の小麦は約90％が輸入
●小麦の価格が急騰し食糧危機が懸念
●世界のグルテンフリー市場が拡大

事業内容

米粉麺

ＪＡ等 米粉関連事業者 大学・専門学校・シェフ等

郡山市 連携

その他関連事業者

●もちもちした食感
●油の吸収率が低い
●グルテンフリー（※）

米粉の特徴

※米粉は小麦アレルギーの原因となるグルテンを含みません。

小麦粉の代替となる米粉の普及推進

米粉食品普及推進事業

コロナ･国際情勢等を踏まえた原油価格・物価高騰等緊急対策

米粉パン 郡山産の米粉

2000年以降

出典：World Bank ‐ Commodity Markets



新たな環境で挑戦する事業者の再構築
（ＤＸ化・ＧＸ化）支援

1,000万円

財源区分：臨時交付金～こおりやま中小企業活性化事業～

拡

コロナ禍に加え、現下の国際情勢による原材料の高騰の中で、ＤＸ化・ＧＸ化※を踏ま
え、新たな事業開拓に取り組む事業者を支援します。（国の事業再構築補助金等の申請支援）

2025･2030

15（産業政策課）

市内の中小企業等が、新分野開拓や業態転換等の事業再構築・
再興に向けた事業計画の策定や補助金の申請にあたって、専門家
の支援を受けた際に、その費用の一部を補助します。

原材料等の高騰を前提に、事業者はＤＸ化・ＧＸ化を踏まえ、
ビジネスモデルを再構築し、付加価値を高めていく必要が出てい
ます。

事業概要

■対象者：市内の中小企業、小規模事業者、
個人事業者

■活用可能な専門家：公認会計士、税理士、社会
保険労務士、中小企業診断
士、民間コンサル 等

対象に「ものづくり補助金」を追加し、
「ＤＸ化」又は「ＧＸ化」を踏まえた
取り組みには上乗せ補助

＜中小企業等応援プロジェクト2022＞

コロナ･国際情勢等を踏まえた原油価格・物価高騰等緊急対策

課題・背景

※ＧＸ化…グリーントランスフォーメーションの略で、化石燃料等の
使用を再生可能エネルギーや脱炭素ガスに転換すること

2000年以降

出典：World Bank ‐ Commodity Markets

■補助対象経費及び補助額

補助対象経費
補助額

（基本枠）
補助額

（上乗せ額）
補助率

　　　　　　国の事業再構築補助金
　　　　　（新分野展開、業態転換等）

事業再構築に向けた事業計画の策定のための相談、
コンサルティング等に要する経費

　　　　　　国のものづくり補助金
（サービス開発、生産プロセス改善の設備投資等）

ものづくり補助金の申請に当たって専門家等の支援
を受ける際の経費

１０万円 ２０万円

１０万円 １０万円

１/２



「Ｍａｄｅ ｉｎ こおりやま」の
市場拡大に対する支援

1,838万円

財源区分：臨時交付金～観光業支援事業の一部～

現下の国際情勢の影響による原材料高騰の危機を乗り越えるため、海外への販路拡大
や、おみやげ品開発等を支援し、地域産業の振興を図ります。

2025･2030

16（観光課）

国内外への市産品の販路開拓に向け、福島ＪＥＴＲＯ
と連携して、対面またはオンラインで行われる物産展、
見本市、商談会への出展等に要する経費を支援します。

○補助対象者
市内に主たる事業所があり、
市産品を製造・販売している事業者
〇補助対象経費（国内・海外）
出展料、宿泊費及び交通費、運搬費、通訳料、
現地人件費、自社・商品ＰＲ経費、
海外向け認証取得費 等

〇補助額等

海外販路開拓等支援事業 1,250万円新

物価高騰により開発意欲が低下している事業者に対
し、郡山でしか買えないおみやげ品の開発を促進するこ
とで、市場拡大と観光需要誘発を図ります。

〇補助対象者
市内に製造施設又は販売店をもつ企業、
市内で販売できる事業者

〇対象となるおみやげ品
新たなおみやげ品（加工品等）

〇対象経費
委託料、消耗品費、印刷製本費、
通信運搬費、使用料及び賃借料等

〇販売要件
最低販売期間３年間

○助成内容

「Made in こおりやま」市場拡大支援事業 588万円

補助上限 補助率

みやげ品開発
にかかる費用

100万円 定額

補助上限額 補助率

国内 20万円

海外 50万円

販路開拓にかか
る経費

1/2

コロナ･国際情勢等を踏まえた原油価格・物価高騰等緊急対策

新

新

（福島ＪＥＴＲＯとの連携）



開成館の総点検を実施 2,384万円

財源区分：単独～令和３年発生災害復旧事業～

拡

2025･2030

（開成地区）

17（文化振興課）

安積開拓のシンボル的施設である開成館（県指定重要文化財）について、詳細な調査を
実施します。

福島県沖地震からの復旧

令和３(2021)年度 基礎調査

構造調査・耐震性能調査を実施
※目視・打診などによる調査

〇震度５～６で倒壊の可能性
〇劣化状況が深刻で詳細調査が必要
（屋根の腐朽、多数の雨漏り、虫害、

躯体の損傷等）

2022年３月
福島県沖地震

2021年２月地震の
被害拡大

2011年３月
東日本大震災

外観・躯体に
甚大な被害

2012年度復旧

2021年2月
福島県沖地震

外観・躯体に
甚大な被害

【開成館の総点検】

〇2022年３月福島県沖地震の被害状況確認

〇詳細な劣化状況調査（詳細調査）を進めながら、施設の方針を検討



（仮称）富久山総合学習センター別館
を建設

９億7,073万円

財源区分：市債等～令和３年発生災害復旧事業、総合学習センター改修事業～

拡

2025･2030

（富久山地区）

18（生涯学習課）

福島県沖地震からの復旧

令和３年福島県沖地震で被災し解体した旧富久山公民館富久山分室の後利用施設として、
（仮称）富久山総合学習センター別館の建設工事を行います。

【スケジュール（予定）】

令和４年度 令和５年度

新たな行政課題や需要への対応

整備内容 通常時（貸館） 災害時

大ホール
運動施設
コミュニティスペース

避難所

会議室 コミュニティスペース 体調不良者避難所

防災機能
向上

太陽光発電設備、建物断熱、大ホール暖房、
防災倉庫、換気設備（コロナ対応）、Wi-Fi

整備方針
現在未来の環境に配慮した
多機能型コミュニティ施設の整備

2023年11月
供用開始

建設工事
（2023年１月～10月）

入札等実施設計

位置図

建設予定地
（旧富久山分室敷地）

富久山総合学習センター

富久山行政センター

行健小学校
県
道
３
５
５
号
（
須
賀
川
二
本
松
線
）



国民健康保険税率等を改定 ３億9,875万円

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

2025･2030

19（国民健康保険課）

国民健康保険特別会計における本算定を行い、令和４年度の税率等を改定します。

また、地方税法施行令の改正を受けて、課税限度額についても改定します。

令和４年度 税率等及び課税限度額

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％(±0％) 2.9％(±0％) 2.2％(＋0.3％)

均等割
＜１人あたり＞

23,100円(＋2,100円) 8,000円(＋800円) 10,500円(＋2,900円)

平等割
＜１世帯あたり＞

18,400円(＋600円) 6,400円(＋100円) 5,300円(＋1,000円)

課税限度額 650,000円(＋20,000円) 200,000円(＋10,000円) 170,000円(±0円)

※（ ）内は、現行税率等からの増加分

新たな行政課題や需要への対応

今回の税率等改定においては、新型コロナウイルス感染症や現下の経済情勢等による影響を考慮し、
国民健康保険事業財政調整基金を活用するなど、極力、被保険者の負担とならないよう税率等の引き
上げ幅の抑制を図っています。



2020

障がい者の情報格差解消に向けスマホ等を活用 50万円

財源区分：単独～意思疎通支援事業～

2025･2030

20（障がい福祉課）

障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律
（障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法) (令和４年５月25日施行)

の施行に伴い、障害者に関する情報格差の解消に向けた事業施策を実施します。

新たな行政課題や需要への対応

新

実施目的

障がい者による情報の取得利用・意思疎通に係る施策を総合的に推進、共生社会の実現

＜事業施策の実施＞

スマートフォン・タブレット等の活用

情報格差の解消

事業内容 対象者等

スマートフォン・タブレット等操作講習会の実施 視覚障がい・聴覚障がいのある方

障がい者団体との意見交換 関係障がい者団体代表

①タイムリーな情報の取得

②円滑なコミュニケーション

③災害・緊急時での通信手段



21

介護保険施設の整備促進 8,566万円

財源区分：県10/10～地域密着型サービス拠点整備補助事業～

2025･2030

（債務負担行為・２年間）

21（介護保険課）

拡

新たな行政課題や需要への対応

地域密着型サービス事業所開設状況（2022年４月１日現在）

整備内容

サービス ①認知症対応型共同生活介護 １施設
②小規模多機能型居宅介護 １施設

整備期間 令和４年度～令和５年度の２か年度

「第八次郡山市介護保険事業計画」に基づき、要介護状態の高齢者が、住み慣れた地域
で継続して日常生活が送れるよう、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、事業者に対して施設建設費等の一部を助成します。

【介護保険施設イメージ】

サービス区分 事業所数 延べ法人数
① 認知症対応型共同生活介護 49 25 
② 小規模多機能型居宅介護（※１) 37 20 
③ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 8 5 
④ 地域密着型通所介護 52 39 
⑤ 認知症対応型通所介護 8 8 
⑥ 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 7 6 
⑦ 地域密着型特定施設入居者生活介護 2 2  ※１　１事業所休止中のため実稼働36事業所

計 163 105(※２)  ※２　重複を除く法人数70法人

「認知症対応型共同生活介護(グループホーム)」認知症高齢

者がスタッフの介護を受けながら共同生活する住宅

「小規模多機能型居宅介護」通所を中心に、利用者の選択

に応じて訪問系・宿泊系のサービスを組み合わせ、多機能
なサービスを提供する小規模な拠点



認定新規就農者のスタートアップ支援 5,189万円

財源区分：補助 県10/10～豊かな地域農業を担う農家育成事業～

新

2025･2030

新たに農業経営を開始する者に対して資金を助成
（1）対象者：経営開始時に50歳未満の認定新規就農者
（2）支援額：12.5万円/月（150万円/年）最長３年間
（3）要件等：「人・農地プラン」の中心経営体等
（4）補正額：1,050万円 （150万円×７名）

就農後の経営発展のための機械・施設等の導入を支援
（1）対象者 ：50歳未満で本年度に新たに農業経営を

開始する認定新規就農者
（2）支援額 ：補助対象事業費上限 1,000万円 の3/4

※「経営開始資金」の交付を受ける者は、上限500万円の3/4

（3）対象経費：機械・施設（ｱｸﾞﾘﾃｯｸの導入等）
（4）補正額 ：4,125万円（1,000万円×3/4×３名

＋500万円×3/4×５名）

【新規農業経営者 施設野菜（キュウリ）】【新規農業経営者 露地野菜（ネギ）】

スタートアップ資金（経営開始資金）1 経営発展支援（初期生産基盤の強化）２

国際環境の変化を捉え、食料自給率の向上と農業への人材の一層の呼び込み・定着を図
るため、「人・農地プラン」の中心経営体等の要件を満たす農業法人等の認定新規就農者
に対し、経営開始資金と経営発展のための機械・施設等の導入を支援します。

新たな行政課題や需要への対応

（農業政策課）22
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新規農業経営者育成総合対策

※なお、法人ではない認定新規就農者の農業経営基盤が安定化した場合は、農業法人への移行も支援する



（仮称）歴史情報・公文書館を建設 31億7,987万円(継続費)

財源区分：補助 国1/2 市債90％～（仮称）歴史情報・公文書館施設整備事業～

麓山地区に（仮称）歴史情報・公文書館を建設します。また、周辺道路のうち麓山地区
立体駐車場出入口に隣接する道路の改良工事を実施します。

2030

9,081万円（道路工事等）

拡

（文化振興課）

事業概要事業概要

スケジュールスケジュール

23

令和２(2020)年度 令和３(2021)年度 令和４(2022)年度 令和５(2023)年度 令和６(2024)年度

基本設計

展示等設計

実施設計 建設工事

展示製作委託交流エリア
展示設計

位置図位置図

完成イメージ完成イメージ

【鳥瞰イメージ】
南西から

【外観イメージ】
南西から

【（仮称）歴史情報・公文書館】
〇建設工事（継続費）

内容：建築主体工事（外構含む）
電気・機械設備工事等

概算工事費 ：31億7,987万円
（年割額）Ｒ４： 0万円

Ｒ５：24億8,756万円
Ｒ６： 6億9,231万円

〇交流エリア等展示設計
内容：交流エリア詳細設計

展示システム詳細設計
予算：938万円

【道路工事】
〇麓山一丁目虎丸町線
内容：道路改良工事
予算：8,143万円

道路改良工事道路改良工事

道路設計・工事

【施設概要】
延床面積：3,534.75㎡
建築面積：2,563.00㎡
構 造：鉄筋コンクリート造

一部鉄骨造
階 数：地上１階、地下１階

枯らし
期間

開

館

資料館
跡地整備

施工箇所

麓山一丁目
虎丸町線

麓山一丁目
10号線

立体駐車場

中央公民館

歴史資料館

公会堂

歴史情報・
公文書館

中央図書館

立体駐車場
（建設中）

歴史情報・
公文書館

新たな行政課題や需要への対応



市営住宅の入居者サービス向上を推進 16億3,598万円

財源区分：単独～市営住宅指定管理費～

市営住宅のサービス向上等を推進するため、指定管理者を募集します。

2025･2030

導入目的

①休日・夜間の緊急対応及び修繕等の迅速化

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
・課題解決体制の充実

指定管理期間

令和５(2023)～令和９(2027)年度の５年間（債務負担行為）

導入スケジュール

2022年
４～５月

６月
７～８
月

９月 10月～11月 12月
2023年
１～３月

４月

サウンディン
グ実施

【６月定例会】
・指定管理料
予算案提出

募集 第６回審議会
・書類審査

第７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

24（住宅政策課）

(債務負担行為・５年間)

指定管理者募集の経過

・2021年７月 指定管理者募集 → 応募事業者なし → 仕様書見直し等の検証

・2022年４月 市場性アンケート調査（サウンディング）を実施

（参入意思あり：２者、条件によっては参入意思あり：１者）



（１）会計別補正予算

２ 補正予算案の詳細

（単位：千円）

会 計 名
令和４年度 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

一 般 会 計 134,736,062 3,713,428 138,449,490 129,326,443 7.1

特 別 会 計 102,554,703 722,562 103,277,265 101,445,757 1.8

う
ち

国 民 健 康 保 険 28,835,366 398,752 29,234,118 29,810,500 △ 1.9

後 期 高 齢 者 医 療 3,769,344 509 3,769,853 3,441,448 9.5

合 計 237,290,765 4,435,990 241,726,755 230,772,200 4.7
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（２）性質別補正予算
（単位：千円・％）

区 分
令和４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 58,412,886 101,694 58,514,580 42.2 57,926,009 44.8 1.0

人件費 19,571,973 114 19,572,087 14.1 19,570,879 15.1 0.0

扶助費 30,524,986 101,580 30,626,566 22.1 29,586,672 22.9 3.5

公債費 8,315,927 0 8,315,927 6.0 8,768,458 6.8 △ 5.2

投資的経費 18,981,804 1,176,575 20,158,379 14.6 13,865,358 10.7 45.4

補助事業 11,379,555 127,682 11,507,237 8.3 7,415,897 5.7 55.2

単独事業 5,509,408 264,212 5,773,620 4.2 3,615,604 2.8 59.7

災害復旧事業 2,092,841 784,681 2,877,522 2.1 2,833,857 2.2 1.5

その他の経費 57,341,372 2,435,159 59,776,531 43.2 57,535,076 44.5 3.9

う
ち

維持補修費 2,723,853 7,542 2,731,395 2.0 2,229,371 1.7 22.5

予 備 費 498,472 △ 3,043 495,429 0.4 583,363 0.5 △ 15.1

合 計 134,736,062 3,713,428 138,449,490 100.0 129,326,443 100 7.1
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３ 提出議案一覧

① 予算議案 ５件

② 条例議案 ５件

議案番号 件 名 ・ 概 要 施行期日等

第77号 郡山市議会議員及び郡山市長の選挙における選挙運動の公営に関する条例の
一部を改正する条例（選挙管理委員会事務局）

公布の日

選挙運動用自動車の使用等に係る公費の支払いの限度額を改定する。

第78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５年１月１日
令和６年１月１日
令和６年４月１日

地方税法の一部改正に伴い、所要の改正を行う。

第79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・介護保
険課）

施行：公布の日
適用：
令和４年４月１日

国民健康保険税課税額の算定に係る所得割額等の算定率等を改正するとと
もに、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い、併せて規定を整備する。

議案番号 件 名 ・ 概 要

第72号～
第76号

令和４年度郡山市一般会計補正予算（第５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、工業団地、農業集落排水
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議案番号 件 名 ・ 概 要 施行期日等

第80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）

施行：公布の日
適用：
令和４年４月１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４年
度の国民健康保険税及び介護保険料の減免を行うとともに、規定を整備する。

第81号 郡山市都市公園条例の一部を改正する条例（公園緑地課） 公布の日
令和６年４月１日

開成山公園内駐車場を有料化することに伴い、所要の改正を行うとともに、
規定を整備する。

③ その他の議案 12件

議案番号 件 名 ・ 概 要

第82号 工事請負契約について（契約課）

河川改修工事（準用河川徳定川（学園区間））

第83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（Ⅲ期）

第84号 工事請負契約について（契約課）

校舎長寿命化改修事業 郡山市立永盛小学校校舎内部改修工事（Ⅲ期）
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議案番号 件 名 ・ 概 要

第85号 工事請負契約について（契約課）

郡山市立赤木小学校校舎内部改修工事（Ⅱ期）

第86号 工事請負契約について（契約課）

郡山西部第一工業団地（第２期工区）造成工事

第87号 工事請負契約の変更について（契約課）

麓山地区立体駐車場建設工事

第88号 財産の取得について（契約課）

消防ポンプ自動車 ２台

第89号 財産の取得について（契約課）

小型動力ポンプ積載車 ４台

第90号 財産の取得について（契約課）

テレビ 602台 外１件

第91号 財産の処分について（産業創出課）

土地 １件

第92号 損害賠償請求事件に係る訴訟の和解について（道路維持課）

損害賠償請求事件に係る訴訟に関し、裁判上の和解をする。
令和２年10月19日発生 安積北井二丁目地内 市道側溝の隙間に足を取られたことによる転倒事故
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議案番号 件 名 ・ 概 要 施行期日等

第93号 専決第７号 令和４年度郡山市一般会計補正予算（第３号）
令和４年度郡山市駐車場事業特別会計補正予算（第１号）
令和４年度郡山市総合地方卸売市場特別会計補正予算（第１号）

令和４年３月28日

専決第８号 令和４年３月16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４年３月28日
（公布の日）

令和４年３月16日の福島県沖を震源とする地震による災害により甚大な被害を
受け、担税能力等を喪失したと認められる者に対する市民税等の減免を直ちに
実施する必要が生じたため。

専決第９号 令和３年度郡山市一般会計補正予算（第17号）
令和３年度郡山市国民健康保険特別会計補正予算（第６号）
令和３年度郡山市後期高齢者医療特別会計補正予算（第５号）
令和３年度郡山市駐車場事業特別会計補正予算（第２号）
令和３年度郡山市総合地方卸売市場特別会計補正予算（第３号）
令和３年度郡山市工業団地開発事業特別会計補正予算（第４号）
令和３年度郡山市熱海温泉事業特別会計補正予算（第５号）
令和３年度郡山市水道事業会計補正予算（第３号）
令和３年度郡山市下水道事業会計補正予算（第６号）
令和３年度郡山市農業集落排水事業会計補正予算（第３号）

令和４年３月31日

専決第10号 郡山市税条例等の一部を改正する条例（市民税課） 令和４年３月31日
令和４年４月１日

地方税法等の一部を改正する法律が成立したことに伴い、郡山市税条例等の一
部を改正し、令和４年４月１日から施行する必要が生じたため。
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議案番号 件 名 ・ 概 要 施行期日等

第93号 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（住宅政策課） 令和４年３月31日

令和３年10月25日から12月10日までの間発生 大原ふれあい市営住宅 給湯管
の破損による漏水事故

専決第17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４年５月16日

令和４年３月16日発生 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18号 令和４年度郡山市一般会計補正予算（第４号） 令和４年５月23日

④ 専決処分報告案 １件

報告番号 件 名 ・ 概 要 施行期日等

報告第２号 専決第３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４年３月18日

令和３年11月20日発生 昭和二丁目地内 マンホール蓋接触による車両損傷事
故

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４年３月18日

令和３年12月２日発生 田村町金屋地内 路面のくぼみによる車両損傷事故

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（保健所生活衛生課） 令和４年３月18日

令和４年１月18日発生 静町地内 公用車による車両損傷事故

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（道路維持課） 令和４年３月25日

令和４年２月24日発生 片平町字見物壇地内 グレーチングの跳ね上がりによ
る車両損傷事故
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報告番号 件 名 ・ 概 要 施行期日等

報告第２号 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４年４月24日

令和４年３月31日発生 熱海町高玉地内 路面のくぼみによる車両損傷事故

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４年４月24日

令和４年２月10日発生 熱海町安子島地内 路面のくぼみによる車両損傷事
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（３Ｒ推進課） 令和４年４月26日

令和３年８月24日発生 御前南四丁目地内 公用車による人身事故

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（資産税課） 令和４年４月26日

令和４年１月13日発生 富田町字鍛冶田地内 公用車による設備損傷事故

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（安積行政ｾﾝﾀｰ） 令和４年４月27日

令和４年１月24日発生 安積荒井三丁目地内 公用車のドアを隣接車両に接
触させたことによる車両損傷事故
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⑤ その他の報告案 16件

報告番号 件 名

報告第３号 令和３年度郡山市一般会計継続費繰越計算書

報告第４号 令和３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３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３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３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継続費繰越計算書

報告第８号 令和３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９号 令和３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３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事故繰越し繰越計算書

報告第11号 令和３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12号 令和３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13号 令和３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３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３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３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３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３年度郡山市農業集落排水事業会計予算繰越計算書
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