
1.補正予算案議会上程予定日

2.予算規模 単位：千円

当初予算 補正前の額 今回補正額 補正後の額

22,860,000 25,326,688 721,179 26,047,867

100.00% 110.79% 3.16% 113.95%

6,289,534 6,298,643 △ 10,448 6,288,195

100.00% 100.14% -0.16% 99.98%

9,304,461 9,329,713 0 9,329,713

100.00% 100.27% 0.00% 100.27%

38,453,995 40,955,044 710,731 41,665,775

100.00% 106.50% 1.85% 108.35%

※企業会計の予算額は、収益的支出と資本的支出の合計額を表示しています。

3.会計別 単位：千円

会　計　区　分 補正号数 当初予算 補正前の額 今回補正額 補正後の額

一般会計 第14号 22,860,000 25,326,688 721,179 26,047,867
国民健康保険事業特別会計 第2号 4,535,900 4,539,545 35 4,539,580
後期高齢者医療特別会計 第2号 1,462,400 1,462,608 △ 6,263 1,456,345
国民健康保険診療所特別会計 第4号 132,800 138,056 △ 4,220 133,836
病院事業会計 第3号 4,823,191 4,848,443 0 4,848,443

総　　　　　計 710,731
※企業会計の予算額は、収益的支出と資本的支出の合計額を表示しています。

4.概要

　令和３年度　愛知県新城市の補正予算案の概要（No.14）　　

令和4年2月25日

会　　計　　区　　分

　今回の補正予算案は、第４四半期に入り本年度の歳入見通し及び歳出事業の執行見込みを行い、その
予算額の調整を行う。一般会計では新型コロナウイルス感染症に関する対策、令和４年度以降に予定し
ていた事業等の一部前倒しを行い、市民サービスの早期向上を図るため必要な予算補正を行うととも
に、将来の負担に対応するため、基金への積み立てを行うこととした。
　予算補正を行う会計は、5会計である。
・一般会計
・国民健康保険事業特別会計
・後期高齢者医療特別会計
・国民健康保険診療所特別会計
・病院事業会計

一　　　般　　　会　　　計

特　　　別　　　会　　　計

企　　　業　　　会　　　計

総　　　　　　　計
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5.補正予算の主な内容

 (1) 一般会計

　①歳入歳出予算補正

ア．歳入 単位：千円

歳入の区分 補正予算額 担当課

地方交付税 409,544 地方交付税

409,544 財政課

分担金及び負担金 17,590 負担金

463 保険医療課

17,127 消防総務課

使用料及び手数料 △ 11,393 使用料

△ 7,024
地域医療支援
センター

△ 4,369
地域医療支援
センター

国庫支出金 78,866

20,965 福祉課

△ 1,322 保険医療課

△ 328 保険医療課

20,431 健康課

△ 7,346 企画政策課

536 情報政策課

4,592 市民課

528 福祉課

1,080 福祉課

1,476 こども未来課

1,754 健康課

22,648 土木課

12,100 土木課

1,466 学校教育課

286 保険医療課

県支出金 △ 6,761

10,482 福祉課

1,381 保険医療課

△ 3,552 保険医療課

△ 164 保険医療課

264 福祉課

679 保険医療課

589 保険医療課

△ 7,652 保険医療課

△ 2,882 農業課

△ 3,586 農業課

37 農業課

14,772 農業課

△ 7,727 農業課

600 農業課

△ 9,987 学校教育課

△ 15 商工政策課

主な歳入内容

普通交付税

未熟児養育医療保護者負担金

広域消防事務費負担金

休日診療所診療報酬

夜間診療所診療報酬

国庫負担金

障害福祉サービス推進事業費負担金

国民健康保険基盤安定等負担金

未熟児養育医療負担金

新型コロナウイルスワクチン接種対
策費負担金

国庫補助金

新型コロナウイルス感染症対応地方
創生臨時交付金

マイナポイント事業費補助金

住民記録システム改修補助金

地域生活支援事業等補助金

新型コロナウイルス感染症セーフ
ティネット強化交付金（事業費）

保育士等処遇改善臨時特例交付金

新型コロナウイルスワクチン接種体
制確保事業費補助金

社会資本整備総合交付金

道路メンテナンス事業費補助金

公立学校情報機器整備費補助金

国庫委託金

国民年金事務委託金

県負担金

障害福祉サービス推進事業費負担金

国民健康保険基盤安定等負担金

後期高齢者医療保険基盤安定等負担金

未熟児養育医療負担金

県補助金

地域生活支援事業費等補助金

精神障害者医療費補助金

後期高齢者福祉医療費給付費補助金

子ども医療費補助金

農業委員会費補助金

農業人材力強化総合支援事業費補助金

機構集積支援事業補助金

産地生産基盤パワーアップ事業補助金

強い農業・担い手づくり総合支援事
業補助金

情報収集等業務効率化支援事業補助金

教育支援体制整備事業費補助金

県委託金

工業統計調査事務委託金
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歳入の区分 補正予算額 担当課

寄附金 200

200 行政課

繰入金 △ 1,082

△ 1,082 企画政策課

繰越金 185,644

185,644 財政課

諸収入 10,471

10,471 土木課

市債 38,100

7,700 財政課

22,200 財政課

9,600 財政課

△ 1,400 財政課

歳入合計 721,179

 イ 歳出
単位：千円

事業名 補正予算額 担当課

（議会費）

人件費（議会費） 100 秘書人事課

（総務費）

人件費（一般管理費） 50,982 秘書人事課

庁舎等建設基金積立事
業

1,261 行政課

訴訟事務経費 △ 2,496 行政課

電子自治体推進事業 △ 1,011 行政課

広報活動事業 △ 3,200 秘書人事課

減債基金積立事業 266,645 財政課

◎
新型コロナウイルス感
染症対策基金積立事業

5,919 財政課

財政調整基金積立事業 262,815 財政課

水源地域対策事業 1,926 企画政策課

公共バス運行事業 △ 1,261 公共交通対策室

△
地域活性化推進事業
（鳳来東部）

△ 358 自治振興課

戸籍住基管理事業 4,592 市民課

工業統計調査事業 △ 15 商工政策課

（民生費）

◎
新型コロナウイルス感
染症生活困窮者自立支
援金給付事業

1,080 福祉課

国民年金費 286 保険医療課

地域福祉基金積立事業 200 福祉課

障害者手当給付事業 751 福祉課

介護給付事業 41,930 福祉課

地域活動支援センター
事業

1,106 福祉課

身体障害者訪問入浴
サービス事業

1,056 福祉課

精神障害者医療費助成
事業

2,441 保険医療課

国民健康保険事業特別
会計繰出金

531 財政課

主な歳入内容

寄附金

一般寄附金

基金繰入金

みんなのまちづくり基金繰入金

繰越金

前年度繰越金

雑入

豊橋新城スマートＩＣ（仮称）整備
事業負担金

市債

老朽ため池等整備事業

社会資本整備総合交付金事業（道路）

道路メンテナンス事業

学校給食施設改築事業

◎：新型コロナウイルス感染症緊急対策関連事業
△：新型コロナウイルス感染症の影響により減額する事業

主な事業内容

職員手当等の調整

職員の異動等に伴う人件費の調整、職員手当等の調
整

庁舎等建設基金への積立

委託費返還請求事件（住民訴訟）の報酬金確定によ
る委託料の増
損害賠償請求住民訴訟事件の着手金確定による委託
料の減

負担金確定による減

広報掲載記事の減少による減

減債基金への積立

新型コロナウイルス感染症対策基金への積立

財政調整基金への積立

名号温泉施設用地の境界確定に伴う測量委託料

事業費確定による減

新型コロナウイルス感染症の影響により事業を中
止、縮小等したことによる減

住民記録システムの改修委託料

工業統計調査中止による減

新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の
給付
（申請期間の終期を１１月末から３月末に延長）

国民年金手帳廃止に伴うシステム改修委託料

地域福祉基金への積立

支給見込額の増

支給見込額の増

利用見込による委託料の増

利用見込による委託料の増

助成見込額の増

実績確定に伴う保険基盤安定繰出金等の増
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単位：千円

事業名 補正予算額 担当課

後期高齢者福祉医療費
給付事業

1,179 保険医療課

虹の郷運営事業 4,749 高齢者支援課

後期高齢者医療特別会
計繰出金

△ 6,263 財政課

◎ 放課後児童対策事業 299 こども未来課

◎
①

保育士・幼稚園教諭等
処遇改善臨時特例事業

1,476 こども未来課

子ども医療費助成事業 △ 15,303 保険医療課

市子ども医療費助成事
業

△ 4,053 保険医療課

人件費（保育所費） △ 85 秘書人事課

◎
保育所管理事業（新型
コロナウイルス対策）

1,023 こども未来課

保育所管理事業 272 こども未来課

人件費（おおぞら園
費）

5 秘書人事課

◎ おおぞら園管理運営事業 69 こども未来課

◎ 児童館運営事業 69 こども未来課

（衛生費）

人件費（保健総務費） △ 805 秘書人事課

母と子のすくすく健診
事業

12 健康課

未熟児養育医療給付事
業

1,317 保険医療課

②
新型コロナウイルスワ
クチン接種事業

20,343 健康課

予防接種事業 564 健康課

人件費（訪問看護費） 200 秘書人事課

人件費（助産所費） 150 秘書人事課

国民健康保険診療所特
別会計繰出金

2,517 財政課

人件費（清掃総務費） △ 1,555 秘書人事課

人件費（廃棄物収集処
理費）

30 秘書人事課

（労働費）

人件費（勤労青少年
ホーム費）

735 秘書人事課

（農林水産業費）

人件費（農業委員会
費）

50 秘書人事課

農業委員会運営事業 △ 2,882 農業課

農地集積支援事業 637 農業課

◎
③

燃油価格高騰対策支援
事業

3,359 農業課

担い手育成事業 △ 3,586 農業課

農業経営近代化施設整
備事業

7,045 農業課

老朽ため池等整備事業 7,744 農業課

緊急改修事業 1,213 農業課

人件費（林業土木費） 150 秘書人事課

（商工費）

◎
新型コロナウイルス対
策資金利子補給基金積
立事業

3,864 商工政策課

主な事業内容

助成見込額の増

利用者減少による委託料の増

職員人件費の調整及び保険料等負担金確定に伴う減

サーキュレーター、自動手指消毒器、加湿空気清浄
機等の購入

市内の民間施設で働く保育士等への処遇改善臨時特
例事業費補助金の交付

助成見込額の減

助成見込額の減

職員手当等の調整

サーマルカメラ及びパーテーションの購入

こども園入口のプレートに「認定こども園」の文字
を表示するための経費

職員手当等の調整

サーマルカメラの購入

サーマルカメラの購入

職員の異動及び新型コロナウイルスワクチン接種に
伴う人件費の調整

過年度分事業費の確定精算に伴う国支出金の返還金

助成見込額の増、過年度分事業費の確定精算に伴う
国県支出金の返還金

小児（5歳から11歳）への新型コロナウイルスワ
クチン接種経費

過年度分事業費の確定精算に伴う国支出金の返還金

職員手当等の調整

職員手当等の調整

診療・検診収入の減による繰出金の増

職員の異動等に伴う人件費の調整

職員手当等の調整

職員の異動等に伴う人件費の調整

職員手当等の調整

農地利用最適化交付金の活動実績見込み等による減

農地利用意向調査用タブレットの購入

菌床栽培農家に対する燃料費の支援金の交付

事業費確定による減

産地生産基盤パワーアップ事業補助金の増

県営事業の前倒しに伴う工事費負担金の増

堤体修繕（中宇利 三ツ川池）

職員手当等の調整

愛知県融資制度を活用した中小企業者に対し、利子
補給を行うための基金への積立
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単位：千円

事業名 補正予算額 担当課

◎
ウィズコロナ事業継続
支援事業

△ 19,361 商工政策課

◎ 湯谷園地管理運営事業 1,786 観光課

観光施設等維持管理事業 1,286 観光課

湯谷温泉配湯事業 2,533 観光課

鳳来ゆ～ゆ～ありいな
管理運営事業

1,019 観光課

（土木費）

豊橋新城スマートＩＣ
（仮称）整備事業

12,387 土木課

支弁人件費（道路新設
改良費）

200 秘書人事課

交通安全施設整備事業 6,084 土木課

④ 道路ストック対策事業 40,500 土木課

橋梁・トンネル・大型
構造物長寿命化対策事
業

24,000 土木課

人件費（都市計画総務
費）

500 秘書人事課

人件費（住宅管理費） 50 秘書人事課

（消防費）

人件費（常備消防費） 600 秘書人事課

新型コロナウイルス対
策事業

△ 5,787 消防総務課

人件費（災害対策費） △ 3,150 秘書人事課

防災行政無線保守管理
事業

1,796 防災対策課

（教育費）

人件費（事務局費） 150 秘書人事課

人件費（小学校費） 600 秘書人事課

小学校管理事業 3,780 教育総務課

◎
⑤

ＩＣＴ活用教育推進事
業

1,296 学校教育課

人件費（中学校費） 400 秘書人事課

中学校管理事業 761 教育総務課

△ 社会教育活動支援事業 △ 827 生涯共育課

△ 生涯学習推進事業 △ 2,163 生涯共育課

△ 市文化事業 △ 424 生涯共育課

△
ジオパーク構想推進事
業

△ 718 生涯共育課

玖老勢コミュニティプ
ラザ管理運営事業

176 生涯共育課

◎ つくで交流館管理事業 127 作手地域課

人件費（保健体育総務
費）

1,019 秘書人事課

△ 市民スポーツ振興事業 △ 268 生涯共育課

△
新城マラソン大会開催
事業

△ 2,364 生涯共育課

保健体育一般事務経費 75 生涯共育課

有海緑地公園管理事業 496 生涯共育課

◎ 校外学習費支援事業 5,933 学校教育課

主な事業内容

事業費確定による減

新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴う7月から
9月までの休業要請に伴う指定管理者に対する助成

水神池公衆トイレ壁面等修繕

重油単価改定に伴う燃料費の増
配湯管の不具合部分改修に伴う修繕料の増

男性用浴室送風機取替

用地測量業務の増
基礎調査負担金等の確定による減

職員手当等の調整

路肩改良、カラー舗装の増

道路舗装修繕工事（一鍬田大原線）

橋梁修繕工事（下田橋、下田橋、桐谷橋、大持原橋）
トンネル修繕工事（西山1号トンネル、西山2号トンネ
ル）

職員手当等の調整

職員手当等の調整

職員手当等の調整

事業費確定による減

職員手当等の調整

戸別受信機購入費の増

職員手当等の調整

職員手当等の調整

厨房機器、浄化槽ブロア等の修繕
冷凍冷蔵庫の購入

小規模校の交流授業で必要なプロジェクター、アッ
プルＴＶ、Ｗｅｂカメラ等の購入

職員手当等の調整

厨房機器、プールろ過機修繕

新型コロナウイルス感染症の影響により事業を中
止、縮小等したことによる減

新型コロナウイルス感染症の影響により事業を中
止、縮小等したことによる減

新型コロナウイルス感染症の影響により事業を中
止、縮小等したことによる減

新型コロナウイルス感染症の影響により事業を中
止、縮小等したことによる減

事務室のエアコンの整備

サーマルカメラ及び台車の購入

職員の異動等に伴う人件費の調整

新型コロナウイルス感染症の影響により事業を中
止、縮小等したことによる減

新型コロナウイルス感染症の影響により事業を中
止、縮小等したことによる減

施設草刈り用の草刈り機の購入

有海緑地公園トイレの給水管の配管替修繕

新型コロナウイルス感染症の影響により校外学習の中止
及び延期となった場合の追加等の費用を補助
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単位：千円

事業名 補正予算額 担当課

学校給食施設改築事業 3,359 教育総務課

（公債費）

市債償還事業（元金） 3,808 財政課

市債償還事業（利子） △ 18,299 財政課

歳出合計 721,179

② 繰越明許費補正

追加内容 単位：千円

款 金額

２ 総務費 1,926

２ 総務費 198

２ 総務費 4,592

３ 民生費 299

３ 民生費 1,151

３ 民生費 1,023

３ 民生費 69

３ 民生費 69

４ 衛生費 1,876

６ 農林水産業費 600

６ 農林水産業費 26,681

８ 土木費 31,491

８ 土木費 30,900

８ 土木費 9,500

８ 土木費 40,500

８ 土木費 24,000

８ 土木費 715

９ 消防費 353

１０ 教育費 800

１０ 教育費 1,296

１０ 教育費 9,137

１０ 教育費 11,949

変更 単位：千円

変更前 変更後

４ 衛生費 23,529 25,371 

４ 衛生費 290,164 310,507 

③債務負担行為補正

追加内容 単位：千円

変更 単位：千円

変更前 変更後

3,573 3,666 

主な事業内容

給食受け入れ施設予定箇所の地質調査委託料（新城
小・新城中）
敷地造成設計業務委託料（共同調理場）

利率見直しに伴う元金償還確定による増

利率見直しに伴う利子償還確定による減

項 事業名

１ 総務管理費 水源地域対策事業

１ 総務管理費 関係人口創出促進事業

３ 戸籍住民基本台帳費 戸籍住基管理事業

３ 児童福祉費 放課後児童対策事業

３ 児童福祉費 保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業

３ 児童福祉費 保育所管理事業

３ 児童福祉費 おおぞら園管理運営事業

３ 児童福祉費 児童館運営事業

１ 保健衛生費 温暖化対策推進事業

１ 農業費 農地集積支援事業

１ 農業費 農業経営近代化施設整備事業

１ 土木管理費 豊橋新城スマートＩＣ（仮称）整備事業

２ 道路橋りょう費 道整備交付金事業

２ 道路橋りょう費 交通安全施設整備事業

２ 道路橋りょう費 道路ストック対策事業

２ 道路橋りょう費 橋梁・トンネル・大型構造物長寿命化対策事業

４ 都市計画費 狭あい道路整備等推進事業

１ 消防費 救急活動事業

２ 小学校費 小学校管理事業

２ 小学校費 ICT活用教育推進事業

２ 小学校費 鳳来寺小学校改修事業

５ 保健体育費 学校給食施設改築事業

金額

１ 保健衛生費 人件費（新型コロナウイルスワクチン接種分）

１ 保健衛生費 新型コロナウイルスワクチン接種事業

事項 期間 限度額

浄化槽点検及び清掃業務委託料（小学校） 令和４年度 1,423

浄化槽点検及び清掃業務委託料（中学校） 令和４年度 581

金額

児童生徒健康診断 令和４年度

款 項 事業名

事項 期間
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④地方債補正

 変更内容 単位：千円

補正前 補正後

10,600 18,300

10,400 32,600

69,400 68,000

0 9,600

2,781,300 2,819,400

（2）国民健康保険事業特別会計

① 歳入 単位：千円

歳入の区分 補正予算額 担当課

県支出金 △ 3,172 県補助金

保険者努力支援分 △ 3,172 保険医療課

繰入金 10,622 他会計繰入金

2,723 保険医療課

△ 2,643 保険医療課

451 保険医療課

基金繰入金

10,091 保険医療課

繰越金 △ 8,795 繰越金

前年度繰越金 △ 8,795 保険医療課

国庫支出金 1,380 国庫補助金

災害等臨時特例補助金 1,380 保険医療課

歳入合計 35

② 歳出 単位：千円

事業名 補正予算額 担当課

（諸支出金）

国県支出金返還経費 35 保険医療課

歳出合計 35

（3）後期高齢者医療特別会計

① 歳入 単位：千円

歳入の区分 補正予算額 担当課

繰入金 △ 6,263

△ 1,526 保険医療課

△ 4,737 保険医療課

歳入合計 △ 6,263

② 歳出 単位：千円

事業名 補正予算額 担当課

（総務費）

人件費（一般管理費） △ 1,526 秘書人事課

（後期高齢者医療広域
連合納付金）

後期高齢者医療広域連
合納付事務事業

△ 4,737 保険医療課

歳出合計 △ 6,263

限度額

老朽ため池等整備事業

社会資本整備総合交付金事業

学校給食施設改築事業

道路メンテナンス事業

地方債合計

主な歳入内容

保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）

保険基盤安定繰入金（保険者支援分）

財政安定化支援事業繰入金

国民健康保険事業基金繰入金

主な事業内容

過年度国県負担金返還金

主な歳入内容

一般会計繰入金

事務費繰入金

保険基盤安定繰入金

主な事業内容

職員の異動等に伴う人件費の調整

後期高齢者医療保険料軽減額確定による減

項目
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（4）国民健康保険診療所特別会計

① 歳入 単位：千円

歳入の区分 補正予算額 担当課

診療収入 △ 6,737 外来収入

△ 1,053 作手診療所

△ 874 作手診療所

△ 671 作手診療所

△ 3,973 作手診療所

その他診療収入

△ 166 作手診療所

繰入金 2,517 繰入金

2,517 作手診療所

歳入合計 △ 4,220

② 歳出 単位：千円

事業名 補正予算額 担当課

（総務費）

へき地医療推進事業 △ 740 作手診療所

（医業費）

診療事業 △ 3,480 作手診療所

歳出合計 △ 4,220

（5）病院事業会計

① 収益的収入 単位：千円

歳入の区分 補正予算額 担当課

補助金 232,259 医事課

収益的収入合計 232,259

主な歳入内容

国民健康保険診療収入

社会保険診療収入

介護保険診療収入

後期高齢者医療保険診療収入

各種予防接種

一般会計繰入金

主な事業内容

はり治療委託料、医師会費確定による減

医薬材料費、臨床検査委託料、在宅酸素賃借料の減

主な歳入内容

愛知県新型コロナウイルス感染症対策事業補助金
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①

保育士・幼稚園教諭など現場で働く方々の収入を引き上げます

コロナ克服・新時代開拓のための経済対策（令和３年１１月１９日閣議決定）の一

環として、新型コロナウイルス感染症への対応と少子高齢化への対応が重なる最前線

において働く教育・保育施設における保育士等の処遇改善のため、令和４年２月から

収入を３％程度（月額９，０００円）引き上げるための措置を実施します。

1 対象

民間の特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業所を実施する施設に勤務す

る職員の方。非常勤職員を含みます。

２ 事業内容

令和４年２月から９月までの間、職員に対して３％程度（月額９，０００円）の

賃金改善を行う民間の特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業所に対して、賃

金改善を行うために必要な費用を補助します。

３ 予算概要

保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業費補助金 １，４７６千円

４ 財源

保育士等処遇改善臨時特例交付金 １，４７６千円

問合先 健康福祉部こども未来課 課長 浅井（電話０５３６－２３－７６２２）

新 規

全額国庫負担

３款 － ３項 － １目（児童福祉総務費）

保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業
予算額

１，４７６千円
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②

新型コロナウイルスワクチンの小児接種を行います

新型コロナウイルス感染症に係る予防接種について、小児用ワクチンが承認され

たため、国からの通知に基づき、小児に対する接種を開始します。

安全かつ適切に接種を実施するために必要な経費を追加計上します。

１ 対 象 接種日において、5歳から１１歳以下の方

２ 接種期間 令和4年3月から9月30日まで

３ 接種回数 １人 ２回（３週間の間隔）

４ 予算の概要

新型コロナウイルスワクチンの小児接種を行うための体制確保及び

接種対策費用

①ワクチン接種を実施するための人件費（会計年度任用職員）

②ワクチン接種や接種会場に必要な消耗品等の費用

③ワクチンの接種券・予診票等を印刷・発送するための費用

④ワクチン接種を行うための委託料

・ワクチン接種会場の会場運営の委託

・接種業務（集団・個別）の委託

・医療廃棄物の処理の委託

５ 財 源 ・新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金

１８，５８９千円

・新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金

１，７５４千円

問合先 健康福祉部健康課 参事 武川（電話０５３６－２３－８５５１）

継 続

全額国庫負担

４款 － １項 － ５目 （予防費）

新型コロナウイルスワクチン接種事業
予算額

２０，３４３千円
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③

経営環境が悪化したきのこ農家を支援します

新型コロナウイルスの感染拡大によって燃油価格が高騰する中、国・県の支援対象

品目でなく、経営環境が悪化したきのこ菌床栽培農家に対し、支援金を交付します。

1 交付対象者

きのこ菌床栽培農家

２ 交付額

Ａ重油、灯油の購入費に対し、基準額を超過した分の１／２を上限に支給。

３ 対象期間

令和３年１０月から令和４年３月分まで

４ 支給時期

令和４年３月

５ 予算概要

燃油価格高騰対策支援金 ３，３５９千円

６ 財源

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 ３，３５９千円

問合先 産業振興部農業課 課長 安藤（電話０５３６－２３－７６３２）

新 規

全額国庫負担

６款 － １項 － ３目（農業振興費）

燃油価格高騰対策支援事業
予算額

３，３５９千円
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④

市道の舗装修繕工事を実施します

道路ストック対策事業は、安全で円滑な交通の確保及び舗装に係る維持管理を効率的に

行うため修繕計画を策定し、この修繕計画を基にした候補箇所の修繕工事を行い、道路交

通の安全性を確保する事業です。

国の令和３年度補正予算（第１号）に計上されている社会資本整備総合交付金を活用

し、令和４年度実施予定である舗装修繕工事を前倒し実施することにより、道路交通の安

全確保を図ります。

１ 概 要 舗装修繕工事 L=450ｍ

２ 予 算 額 40,500千円

３ 財 源 社会資本整備総合交付金 20,000千円

地方債 20,000千円

市単独費 500千円

問合先 建設部土木課 課長 河村（電話０５３６－２３－７６３８）

市独自

8款 － 2項 － ３目 （道路新設改良費）

道路ストック対策事業
（社会資本整備総合交付金）

予算額

４０，５００千円

施工延長 L=450m

一鍬田大原線
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⑤

小規模校の交流授業における授業環境を整備します

市内小学校において、小規模校が交流授業を行う際に新型コロナウイルス感染症

の影響で相手校に訪問することが困難なため、交流授業で必要なプロジェクター、

アップルTV、Webカメラ等の備品を購入し授業環境を整備します。

現在交流授業を実施している、鳳来寺小学校、黄柳川小学校、鳳来東小学校にそ

れぞれ整備します。

１ 予算額

需 用 費 ２千円

備品購入費 １，２９４千円

２ 対象

鳳来寺小学校、黄柳川小学校、鳳来東小学校

３ 財源

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 １，２９６千円

問合先 教育部学校教育課 課長 安形（電話０５３６－２３－７６０７）

新 規

全額国庫負担

１０款 － ２項 － ２目 （教育振興費）

ＩＣＴ活用教育推進事業
予算額

１，２９６千円
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