
（単位：千円）

550,839 - 61,282 

1
保育所給付費等申
請クラウドシステム
導入事業

すくすく保育課 地方単独事業

①対面接触機会の減少・ペーパーレスの観点から、各民間保育施設との手続きを
オンライン化し、新型コロナウイルス感染症の拡大防止及び業務効率化を図る
②給付費等申請クラウドシステム導入経費
③必要額  合計8,569,000円
ⅰ　導入経費　　5,225,000円
ⅱ　システムカスタマイズ費用　3,344,000円
④私立保育所、認定こども園、新制度移行幼稚園、家庭的保育事業、小規模保育
事業

8,569 - - 

 付請求手続きオンライン化件数（年間）
26園（1回/１か月）×12カ月＝312回

※市内全ての保育事業者等の給付請求手続きを
オンライン化

2
公立学校感染症対
策事業

学校教育課 地方単独事業

①市内小中学校の新型コロナウイルス感染症対策に必要な物品を購入する。ま
た，校外学習等の感染リスク低減のためにバスを増便した費用を負担する。
②③必要額　合計13,765,045円
ⅰ　感染症対策物品の購入費　6,454,844計円
-手指消毒用アルコール　913,000円
-消毒用ペーパータオル　594,000円
-ハンドソープ　2,849,000円
-消毒用手袋　287,100円
-消毒用防護服　198,000円
-加湿器消耗品　1,613,744円
ⅱ　バス増便経費　合計7,310,201円
-バス増便分借り上げ料　6,843,501円
-バス増便分有料道路代及び駐車場代　466,700円
④市内小中学校児童生徒及び教職員

13,765 - - 

 市内公立小中学校への消耗品配付
消毒用アルコール100缶
消毒用ペーパータオル150箱
ハンドソープ350本
消毒用手袋1,450箱
消毒用防護服100着
加湿器消耗品692組

バス増便数86台分

3
キャッシュレス決済
導入事業

市民協働推進課 地方単独事業

①住民票等の発行手数料及び市内公共施設利用料の支払いをキャッシュレス決
済とすることにより、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するとともに、来
庁者の利便性向上を図る。
②③必要額　合計　20,797,150円
ⅰ住民登録窓口用レジスター設置
-　レジスター及び付属品　1,893,000円×1.1＝2,082,300円
-　設置諸費用　122,500円×1.1＝134,750
ⅱキャッシュレス決済機能付き施設予約システム導入
-　本体導入費16,360,000円×1.1＝17,996,000円
-　システム利用料177,000円×1.1×3カ月＝584,100円
④市民

20,797 - - 
 決済のキャッシュレス化件数（年間）
住民票等　28,800件
施設予約　1,200件

4
GIGAスクールタブ
レット購入事業

教育指導課 地方単独事業

①新型コロナウイルス感染症の影響により、学校が休校となった場合の学びの保
障のため、休校時の家庭学習に有用なタブレット端末を購入する。（前年度からの
児童生徒数の増による追加購入分等）
②③必要額　合計22,550,880円
ⅰ　端末代　50,380円×1.1×200台＝11,083,600円
ⅱ　端末用ケース代　17,000円×1.1×369個＝6,900,300円
ⅲ　設定費納品費　計4,000,000×1.1＝4,400,000円
ⅵ　電源タップ　2,300円×1.1×66台＝計166,980円
④市内小中学校

22,550 - -  転入者等を含めた全児童に１台のタブレット配付

5
トイレ手洗い場自動
水栓化事業

管財課
生涯学習課
中央図書館

地方単独事業

①市役所庁舎及び中央図書館内トイレにおける手洗い時の新型コロナウイルス感
染症の感染リスク低減のため、手洗い用水栓（蛇口）を自動化する。
②市役所庁舎及び中央図書館の水栓を自動化する工事費
③必要額　合計　14,113,000円
-　中央図書館分　15箇所　4,147,000円
-　市役所庁舎分　42箇所　9,966,000円
④中央図書館利用者及び地方公共団体

14,113 - - 市役所庁舎42か所、中央図書館15か所

6
地域交通緊急支援
金事業

都市計画課 地方単独事業

①コロナ禍においてエネルギー価格高騰の影響を受けている地域公共交通事業
者等に支援金を交付する。
②事業者への支援金
③必要額　合計10,200,000円
-路線バス事業者　1,000,000円×3路線＝3,000,000円
-貸切バス事業者　1,000,000円×1事業者＝1,000,000円
-タクシー事業者　100,000円×47台＝4,700,000円
-地域鉄道事業者　1,000,000円×1事業者＝1,000,000円
-自動車運転代行業者　100,000円×5台＝500,000円
④地域交通事業者

10,200 - - 

 支援対象
路線バス事業者3路線
貸し切りバス事業者1事業者
タクシー事業者47台
地域鉄道事業者1事業者
自動車運転代行業者5台

7
学校給食費減免事
業

学校給食センター 地方単独事業

①物価高騰により市立小中学校給食の材料コストが増大しているが、その増額分
の負担を保護者に求めず、市が負担することにより、コロナ禍における物価高騰の
影響を受けている保護者の負担軽減を図る。
②物価の高騰により、当初予算編成段階の見込みを超えた分の材料費。
③必要額　合計10,779,912円
　支出見込み　-　当初見込み＝補正額
-主食分　21,200,546円-19,898,771円＝1,301,775円
-食用油分　1,880,801円-1,461,240円＝419,561円
-野菜分　40,959,824円-31,901,248円＝9,058,576円
④市内市立小中学校に通う子どもがいる世帯。※教職員を除く

10,779 - 933 今年度の給食費保護者負担額の据え置き

8
民間保育所等給食
用食材料費等補助
事業

すくすく保育課 地方単独事業

①コロナ禍における物価高騰の影響を受けている市内民間保育所等に対し、給食
用食材料費及び冷暖房費の補助を行う
②市内民間保育所等への補助金
③必要額　合計30,920,600円
＜給食用食材料費＞ 計21,645,600円
-保育所等：6,000円×2,624人＝15,744,000円
-幼稚園：4,800円×1,022人＝4,905,600円
＜冷暖房費（電気・ガス・灯油）＞計9,275,000円
-私立保育所：300,000円×17施設＝5,100,000円
-認定こども園：450,000円×2施設＝900,000円
-家庭的保育事業：50,000円×1施設＝50,000円
-小規模保育事業：100,000円×5施設＝500,000円
-認可外保育施設：150,000円×8施設＝1,200,000円
-幼稚園：400,000円×4施設＝1,600,000円
-年度途中楷書施設：150,000円×1/2×1施設＝75,000円
④教育・保育施設（公立を除く）

30,920 - - 支援施設37か所

9
プレミアム付きデジ
タル商品券事業

経済課 地方単独事業

①コロナ禍における物価高騰への対策として、市内の登録店での決済時に使用で
きる市独自のプレミアム付商品券（ポイント）を販売し、購入した住民に対して支援
を行う。また、登録店舗に対する一律の支援金の支給及び商品券の換金時に商品
券金額の10％を上乗せして店舗に支払うことにより、コロナ禍における物価高騰の
影響を受けている事業者への支援も併せて行う。
②商品券代、事業者支援金及び事業執行に係る事務費（アプリ開発，事業運営支
援業務委託料，決済手数料等）
③必要額　合計324,024,898円
ⅰ．商品券代金分　 10,000円×20,000人（見込み）＝200,000,000円
ⅱ. 事業者支援分　40,000,000円
　・協力事業者者支援金 50,000円×400店舗＝20,000,000円
　・10％上乗せ換金分　200,000,000円×10％＝20,000,000円
ⅲ．委託料　76,994,898円
　・アプリ開発分　39,178,040円
　・事業運営支援分　37,816,858円
ⅳ．商品券購入事務決済手数料　7,030,000円
④市民、市内事業者

324,024 - 60,000  商品券使用率90％

10
子育て王国わくわく
ポイント事業

のびのび子育て課 地方単独事業

①コロナ禍における物価高騰への対策として、市内の登録店での決済時に使用で
きるポイントを子育て世帯に対して支給する（要申請）。また、登録店舗のポイント
の換金時に金額の10％を上乗せして店舗に支払うことにより、コロナ禍における物
価高騰の影響を受けている事業者への支援も併せて行う。
②ポイント（支給分：10,000円、事業者上乗せ分：決済額の10％）
③必要額　合計71,500,000円
ⅰ.ポイント代　10,000円×6,500人（申請見込み）＝65,000,000円
ⅱ.事業者上乗せ支払い分　65,000,000円×10％＝6,500,000円
④市民（子育て世帯）、市内事業者

71,500 - - ポイント使用率90％

11
公立保育所給食費
減免事業

北園保育所
土塔中央保育所

地方単独事業

①物価高騰により市立保育所給食の材料コストが増大しているが、その増額分の
負担を保護者に求めず、市が負担することにより、コロナ禍における物価高騰の影
響を受けている保護者の負担軽減を図る。
②物価の高騰により、当初予算編成段階の見込みを超えた分の材料費。
③必要額　合計1,422,400円（うち、職員分が349,000円）
　支出見込み　-　当初見込み＝補正額
-土塔中央北所分　10,261,400円-9,461,800円＝799,600円
-北園保育所分　7,993,800円-7,371,000円＝622,800円
④市内市立保育所に通う子どもがいる世帯※教職員を除く

1,422 - 349 今年度の給食費保護者負担額の据え置き
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12
農業者経営支援事
業

経済課 地方単独事業

①コロナ禍におけるエネルギー価格、物価高騰の影響を受けている農業者に対し
て、農業保険の掛金額相当額の支援金を交付する。
②事業者への支援金
③必要額　合計22,200,931円
農業保険掛金額（加入戸数：204戸）
ⅰ,農・畑作物共済：1,189,930円
ⅱ.家畜共済：20,479,200円
ⅲ.園芸施設共済：254,370円
ⅳ.収入保険：283,431円
④農業者

22,200 - - 
 支援対象
農業者204戸


