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千葉県教育委員会の松戸市立小中学校教職員未配置による教育活動の低下を
防ぐため、各学校の人員不足を教員免許を持つ人を市の会計年度任用職員として
配置することで補います。
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　補正前予算額：1,765億709万8千円　　補正額：９,205万6千円　　補正後予算額：１，７６５億9,915万４千円

　１．歳出 （単位：千円）

※予算書

国県 市債 その他 一般財源 ページ数

1 教育費 会計年度任用職員人件費 92,056 0 0 0 92,056

市立小中学校教職員未配置による教育活動の低下を防ぐため、各学

校の人員不足を教員免許を持つ人を市の会計年度任用職員として配

置する

P８,９

　２．歳入 （単位：千円）

補正額

1 繰入）財政調整基金繰入金 92,056 P６,７当初予算時基金残高：12,693,701千円　6月補正後基金残高：12,597,872千円

事業名称 補正理由

補正理由

議案第16号　一般会計補正予算（第3回）

NO 款 事業名称 補正額
左の財源内訳


市長ヒア　記者会見 (追加)

		令和４年度　補正予算概要 レイワ ネンド ホセイヨサンガイヨウ

		議案第16号　一般会計補正予算（第3回） ギアン ダイ ゴウ イッパンカイケイ ホセイヨサン ダイ カイ												　補正前予算額：1,765億709万8千円　　補正額：９,205万6千円　　補正後予算額：１，７６５億9,915万４千円

		　１．歳出 サイシュツ																						（単位：千円）

		NO		款								事業名称		補正額 ホセイガク		左の財源内訳 ヒダリ ザイゲンウチワケ								補正理由		※予算書 ヨサンショ

								所属名称		事業番号						国県 クニケン		市債 シサイ		その他 タ		一般財源 イッパンザイゲン				ページ数 スウ

		1		教育費 キョウイクヒ		3923000		市民安全課　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　		2140		会計年度任用職員人件費 カイケイネンド ニンヨウショクイン ジンケンヒ		92,056		0		0		0		92,056		市立小中学校教職員未配置による教育活動の低下を防ぐため、各学校の人員不足を教員免許を持つ人を市の会計年度任用職員として配置する		P８,９



		　２．歳入 サイニュウ																						（単位：千円）

		事業名称												補正額 ホセイガク		補正理由 ホセイ リユウ

		1		繰入）財政調整基金繰入金 クリイレ ザイセイチョウセイキキン クリイレキン										92,056		当初予算時基金残高：12,693,701千円　6月補正後基金残高：12,597,872千円 トウショ ヨサン ジ キキン ザンダカ センエン ガツホセイゴ キキン ザンダカ チ エン										P６,７						12,689,928,000		12,597,872,000







市長ヒア　記者会見 (分割　病院)

		令和４年度　補正予算概要 レイワ ネンド ホセイヨサンガイヨウ

		議案第8号　病院事業会計補正予算（第１回） ギアン ダイ ゴウ ビョウイン ジギョウ カイケイ ホセイヨサン ダイ カイ

		　１．資本的収入および支出（市立総合医療センター） シホンテキ シュウニュウ シシュツ シリツ ソウゴウ イリョウ																		（単位：千円）

														補正前の額 ホセイマエ ガク		補正額 ホセイガク		計 ケイ								※予算書 ヨサンショ

												資本的収入 シホンテキ シュウニュウ		1,404,972		0		1,404,972				※資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額は、損益勘定留保資金で補てん シホンテキシュウニュウガク シホンテキシシュツガク タイ フソク ガク ソンエキカンジョウリュウホシキン ホ				ページ数 スウ

												資本的支出 シホンテキ シシュツ		1,984,891		46,550		2,031,441								P1



		　２．継続費　　市立総合医療センター別棟建設設計事業 ケイゾクヒ																								〃

				総額: ソウガク								122,827千円 センエン		年割額: ネンワリガク		令和４年度　46,550千円 レイワ ネンド センエン								（内容）基本計画・基本設計業務委託 ナイヨウ キホンケイカク キホンセッケイ ギョウム イタク

																令和５年度　76,277千円 レイワ ネンド センエン								（内容）実施設計業務委託 ナイヨウ ジッシセッケイギョウム イタク







市長ヒア　記者会見 (分割　一会)

		令和４年度　補正予算概要 レイワ ネンド ホセイヨサンガイヨウ

		議案第3号　専決処分（一般会計補正予算（第１回）5月16日） ギアン ダイ ゴウ センケツショブン イッパンカイケイ ホセイヨサン ダイ カイ ガツ ニチ														　補正前予算額：１，７４２億９千万円　　補正額：１２億５，１６８万１千円　　補正後予算額：１，７５５億４，１６８万１千円

		　１．歳出 サイシュツ																						（単位：千円）

		NO		款								事業名称		補正額 ホセイガク		左の財源内訳 ヒダリ ザイゲンウチワケ								補正理由

								所属名称		事業番号						国県 クニケン		市債 シサイ		その他 タ		一般財源 イッパンザイゲン

		1		民生費 ミンセイヒ		4830800		子ども政策課・子どもの未来応援担当室　　　　　　　　　　　　		6458		非課税世帯等臨時特別給付金事業 ヒカゼイセタイ トウ リンジトクベツ キュウフキン ジギョウ		691,498		691,498		0		0		0		国の「コロナ禍における原油価格・物価高騰等総合緊急対策」により、
今年度市民税非課税になった世帯に対し、1世帯当たり10万円を支給する
※令和3年度に給付を受けている世帯は除く

●6,500世帯を想定
●補助金650,000千円
●事務費41,498千円 クニ カ コンネンド シミンゼイヒカゼイ セタイ タイ セタイア マンエン シキュウ レイワ ネンド キュウフ ウ セタイ ノゾ セタイ ソウテイ ホジョキン チ エン ジムヒ センエン

		2				4831000		子育て支援課　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　		6622		子育て世帯生活支援特別給付金事業 コソダ セタイ セイカツ シエン トクベツ キュウフキン ジギョウ		560,183		560,183		0		0		0		国の「コロナ禍における原油価格・物価高騰等総合緊急対策」により、
低所得の子育て世帯に対し、プッシュ型で児童1人当たり5万円を支給する
※対象①低所得のひとり親世帯②ひとり親世帯以外の市民税非課税世帯。家計急変世帯を含む

●9,446人を想定
●補助金472,300千円
●事務費87,883千円 テイショトク コソダ セタイ タイ ジドウ ニン ア タイショウ テイショトク オヤ セタイ オヤ セタイ イガイ シミンゼイ ヒカゼイ セタイ カケイ キュウヘンセタイ フク ニン ソウテイ センエン

		合計 ゴウケイ												1,251,681		1,251,681		0		0		0



		　２．歳入 サイニュウ												（単位：千円）

		事業名称												補正額 ホセイガク

		1		国)非課税世帯等臨時特別給付金事業費事務費補助金 ヒカゼイセタイトウ リンジトクベツ キュウフ キン ジギョウヒ ジムヒ ホジョキン										691,498

		2		国)子育て世帯生活支援特別給付金事業費事務費補助金 コソダ セタイ セイカツシエン トクベツキュウフキン ジギョウヒ ジムヒ ホジョキン										560,183

		合計 ゴウケイ												1,251,681

		※詳細については、令和４年松戸市議会６月定例議案をご参照ください ショウサイ レイワ ネン マツドシギカイ ガツ テイレイ ギアン サンショウ

		議案第7号　一般会計補正予算（第２回） ギアン ダイ ゴウ イッパンカイケイ ホセイヨサン ダイ カイ												　補正前予算額：１，７５５億４，１６８万１千円　　補正額：９億６，５４１万７千円　　補正後予算額：１，７６５億７０９万８千円

		　１．歳出 サイシュツ																						（単位：千円）

		NO		款								事業名称		補正額 ホセイガク		左の財源内訳 ヒダリ ザイゲンウチワケ								補正理由		※予算書 ヨサンショ

								所属名称		事業番号						国県 クニケン		市債 シサイ		その他 タ		一般財源 イッパンザイゲン				ページ数 スウ

		1		総務費 ソウムヒ		3923000		市民安全課　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　		2140		ユーカリ交通公園管理運営事業		377		0		0		0		377		県条例の改正により、7月1日から自転車にかかる損害保険の義務化。自転車70台分についても該当するため保険に加入する ケンジョウレイ ガツ ニチ ガイトウ カニュウ		P12,13

		2										ウクライナ人道支援事業		1,700		0		0		1,700		0		寄附金（10,000千円）を活用し、生活支援金の支給や支援のために通訳者派遣やポケトークなどを購入する　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 キフキン カツヨウ キン シキュウ ツウヤクシャ ハケン コウニュウ		〃

		3				3931600		国際推進課　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　		2452		ウクライナ人道支援基金積立金		8,300		0		0		8,300		0		寄附金を活用し、長期的に避難民を支援するためウクライナ人道支援基金に積み立てる　基金残高：8,300千円 キフ キン カツヨウ チョウキテキ ヒナンミン シエン ツ タ キキンザンダカ センエン		〃

		4		民生費 ミンセイヒ								高齢者社会参加応援事業 コウレイシャ シャカイサンカオウエンジギョウ		8,910		0		0		0		8,910		地方創生臨時交付金を活用し、外出支援及びフレイル予防推進の一助となるよう、高齢者向け元気応援情報誌を作成する。5万部を公共施設のほか医療機関、商業施設等で配布する チホウソウセイリンジコウフキン カツヨウ ガイシュツシエン オヨ ヨボウ スイシン イチジョ マンブ コウキョウ シセツ イリョウ キカン ショウギョウ シセツ トウ ハイフ		P14,15

		5										生活・暮らし支援臨時特別給付金事業 セイカツ ク シエン リンジ トクベツキュウフキン ジギョウ		606,626		0		0		0		606,626		地方創生臨時交付金を活用し、低所得者支援として、非課税世帯等臨時特別給付金の対象ではない市民税均等割のみ課税世帯に対し、1世帯当たり10万円を支給する チホウソウセイリンジコウフキン カツヨウ テイショトクシャ シエン タイショウ シミンゼイ キントウワリ カゼイ セタイ セタイ		〃

		6										子育て世帯生活応援特別給付金事業 コソダ セタイ セイカツオウエントクベツ キュウフキン ジギョウ		40,136		0		0		0		40,136		地方創生臨時交付金を活用し、低所得者支援として、子育て世帯生活支援特別給付金の対象ではない市民税均等割のみ課税世帯に対し、児童1人当たり5万円を支給する チホウソウセイリンジコウフキン カツヨウ テイショトクシャ シエン タイショウ シミンゼイ キントウワリ カゼイ セタイ		P16,17

		7										子どもの未来応援基金積立金		60,000		0		0		60,000		0		寄附金を活用し、子どもの未来応援基金に積み立てる。寄附者の意向により子どもの貧困対策に活用予定　基金残高：60,000千円 キフキン カツヨウ コ キフシャ イコウ コ ヒンコン タイサク カツヨウ ヨテイ キキンザンダカ センエン		P14,15

		8				4831000		子育て支援課　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　		6622		ひとり親家庭支援事業 シエンジギョウ		▲ 1,082		▲ 1,037		0		113		▲ 158		教育訓練給付金、及び、高等学校卒業程度認定試験合格支援において国の制度設計が変更されたため、国制度と同様の内容に変更する キョウイククンレン キュウフキン オヨ クニ セイド セッケイ ヘンコウ クニセイド ドウヨウ ナイヨウ ヘンコウ		〃

		9		衛生費 エイセイヒ		3941000		環境政策課　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　		10586		エネルギー対策事業		▲ 11,410		▲ 11,410		0		0		0		県補助要綱の改正により、補助対象設備等が変更されたため、県制度と同様の内容に変更する　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    ホジョ ヨウコウ カイセイ ヘンコウ ケンセイド ドウヨウ ナイヨウ ヘンコウ		P18,19

		10				3942000		環境保全課　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　		10590		大気汚染対策事業 タイサクジギョウ		2,959		0		0		0		2,959		過去の調査により基準（0.1％）を超えていないものとみなしていた施設において、再度アスベスト分析を実施する（28施設分） キジュン コ シセツ ブン		〃

		11										清掃施設整備事業 セイソウシセツ セイビジギョウ		80		0		0		0		80		新焼却施設建設にかかる、環境影響評価・基本計画等を委託にて実施するにあたり、公募型プロポーザルで委託事業者を選定する（委員会3回開催予定）

スケジュール：R4～8環境影響評価・基本計画等（債務負担行為）、R8～15解体・建設工事、R16稼働 シンショウキャクシセツ ケンセツ カンキョウ エイキョウ ヒョウカ キホン ケイカク トウ イタク ジッシ コウボ ガタ イタクジギョウシャ センテイ カイ カイサイ ヨテイ トウ サイムフタンコウイ カイタイ ケンセツコウジ カドウ		〃

		12		土木費		5032000		道路建設課　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　		15883		３・４・１７号線街路整備業務（五香西）		13,759		0		0		13,759		0		冠水情報板の移設に伴い工事費・負担金が増加する フタンキン		P20,21

		13		教育費 キョウイクヒ		7324200		学校施設課　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　		19400		中学校施設維持管理事業　校舎等改修業務		383		0		0		0		383		過去の調査により基準（0.1％）を超えていないものとみなしていた施設において、再度アスベスト分析を実施する（中学校５校） チュウガッコウ		P22,23

		14				7324200		学校施設課　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　		19960		高校施設維持管理事業　校舎等改修業務		132		0		0		0		132				〃

		15				7324500		学校財務課・学校給食担当室　　　　　　　　　　　　　　　　　		22230		小学校給食管理運営事業　給食備品等管理業務		168,539		0		0		12,891		155,648		食材料費の価格高騰に伴い、相当分を地方創生臨時交付金を活用し当面の間、市が負担する カカクコウトウ トモナ ソウトウブン チホウソウセイリンジコウフキン カツヨウ トウメン アイダ シ フタン		〃

		16				7324500		学校財務課・学校給食担当室　　　　　　　　　　　　　　　　　		22310		中学校給食管理運営事業　給食備品等管理業務		66,008		0		0		4,529		61,479				〃

		合計 ゴウケイ												965,417		▲ 12,447		0		101,292		876,572		　



		　２．歳入 サイニュウ																						（単位：千円）

		事業名称												補正額 ホセイガク		補正理由 ホセイ リユウ

		1		国)新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 シンガタ カンセンショウ タイオウ チホウ ソウセイリンジコウフキン										872,799		「コロナ禍における原油価格・物価高騰対応分」　交付限度額　1,209,237千円のうち、
高齢者社会参加応援事業、生活・暮らし支援臨時特別給付金事業、子育て世帯生活応援特別給付金事業、小中学校給食管理運営事業に対し活用する分を予算化 カ ゲンユカカク ブッカコウトウ タイオウ ブン コウフゲンドガク チ エン コウレイシャ シャカイサンカ オウエン ジギョウ ショウチュウガッコウ タイ カツヨウ ブン ヨサン カ										P8,9

		2		国)母子家庭等対策総合支援事業費補助金										▲ 1,037		国の制度変更による減額 クニ セイドヘンコウ ゲンガク										〃

		3		県)住宅用省エネルギー設備等導入促進事業補助金										▲ 11,410		県の制度変更による減額 ケン セイド ヘンコウ ゲンガク										〃

		4		寄附）ウクライナ人道支援寄附金										10,000		匿名の法人からの指定寄附 トクメイ ホウジン シテイ キフ										〃

		5		寄附）児童福祉費寄附金										60,000		匿名の法人からの指定寄附 トクメイ ホウジン シテイ キフ										〃

		6		繰入）松本清児童福祉基金繰入金										113		ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援において、補助金以外の部分に基金繰入金を充当 ホジョキン イガイ ブブン キキンクリイレキン ジュウトウ										P10,11

		7		諸）雑）街路事業費工事負担金										13,759		３・４・１７号線街路整備にかかる、千葉県からの工事負担金 チバケン コウジフタンキン										〃

		8		諸）雑)教職員等給食費負担金収入										17,420		小中学校の給食費値上げの教職員負担分 ショウチュウガッコウ キュウショクヒ ネア キョウショクイン フタンブン										〃

		9		繰入）財政調整基金繰入金 クリイレ ザイセイチョウセイキキン クリイレキン										3,773		当初予算時基金残高：12,693,701千円　6月補正後基金残高：12,689,928千円 トウショ ヨサン ジ キキン ザンダカ センエン ガツホセイゴ キキン ザンダカ チ エン										〃

		合計 ゴウケイ												965,417



		　３．債務負担行為　　新焼却施設環境影響評価等業務委託　　期間：令和４年度～令和８年度　　限度額：239,668千円 サイムフタンコウイ シンショウキャクシセツ キカン ゲンドガク				　		　		　																P3
P26,27







市長ヒア　記者会見

		令和４年度　補正予算概要 レイワ ネンド ホセイヨサンガイヨウ

		議案第3号　専決処分（一般会計補正予算（第１回）5月16日） ギアン ダイ ゴウ センケツショブン イッパンカイケイ ホセイヨサン ダイ カイ ガツ ニチ														　補正前予算額：１，７４２億９千万円　　補正額：１２億５，１６８万１千円　　補正後予算額：１，７５５億４，１６８万１千円

		　１．歳出 サイシュツ																						（単位：千円）

		NO		款								事業名称		補正額 ホセイガク		左の財源内訳 ヒダリ ザイゲンウチワケ								補正理由

								所属名称		事業番号						国県 クニケン		市債 シサイ		その他 タ		一般財源 イッパンザイゲン

		1		民生費 ミンセイヒ		4830800		子ども政策課・子どもの未来応援担当室　　　　　　　　　　　　		6458		非課税世帯等臨時特別給付金事業 ヒカゼイセタイ トウ リンジトクベツ キュウフキン ジギョウ		691,498		691,498		0		0		0		国の「コロナ禍における原油価格・物価高騰等総合緊急対策」により、
今年度市民税非課税になった世帯に対し、1世帯当たり10万円を支給する
※令和3年度に給付を受けている世帯は除く

●6,500世帯を想定
●補助金650,000千円
●事務費41,498千円 クニ カ コンネンド シミンゼイヒカゼイ セタイ タイ セタイア マンエン シキュウ レイワ ネンド キュウフ ウ セタイ ノゾ セタイ ソウテイ ホジョキン チ エン ジムヒ センエン

		2				4831000		子育て支援課　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　		6622		子育て世帯生活支援特別給付金事業 コソダ セタイ セイカツ シエン トクベツ キュウフキン ジギョウ		560,183		560,183		0		0		0		国の「コロナ禍における原油価格・物価高騰等総合緊急対策」により、
低所得の子育て世帯に対し、プッシュ型で児童1人当たり5万円を支給する
※対象①低所得のひとり親世帯②ひとり親世帯以外の市民税非課税世帯。家計急変世帯を含む

●9,446人を想定
●補助金472,300千円
●事務費87,883千円 テイショトク コソダ セタイ タイ ジドウ ニン ア タイショウ テイショトク オヤ セタイ オヤ セタイ イガイ シミンゼイ ヒカゼイ セタイ カケイ キュウヘンセタイ フク ニン ソウテイ センエン

		合計 ゴウケイ												1,251,681		1,251,681		0		0		0



		　２．歳入 サイニュウ												（単位：千円）

		事業名称												補正額 ホセイガク

		1		国)非課税世帯等臨時特別給付金事業費事務費補助金 ヒカゼイセタイトウ リンジトクベツ キュウフ キン ジギョウヒ ジムヒ ホジョキン										691,498

		2		国)子育て世帯生活支援特別給付金事業費事務費補助金 コソダ セタイ セイカツシエン トクベツキュウフキン ジギョウヒ ジムヒ ホジョキン										560,183

		合計 ゴウケイ												1,251,681

		※詳細については、令和４年松戸市議会６月定例議案をご参照ください ショウサイ レイワ ネン マツドシギカイ ガツ テイレイ ギアン サンショウ

		議案第7号　一般会計補正予算（第２回） ギアン ダイ ゴウ イッパンカイケイ ホセイヨサン ダイ カイ												　補正前予算額：１，７５５億４，１６８万１千円　　補正額：９億６，５４１万７千円　　補正後予算額：１，７６５億７０９万８千円

		　１．歳出 サイシュツ																						（単位：千円）

		NO		款								事業名称		補正額 ホセイガク		左の財源内訳 ヒダリ ザイゲンウチワケ								補正理由		※予算書 ヨサンショ

								所属名称		事業番号						国県 クニケン		市債 シサイ		その他 タ		一般財源 イッパンザイゲン				ページ数 スウ

		1		総務費 ソウムヒ		3923000		市民安全課　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　		2140		ユーカリ交通公園管理運営事業		377		0		0		0		377		県条例の改正により、7月1日から自転車にかかる損害保険の義務化。自転車70台分についても該当するため保険に加入する ケンジョウレイ ガツ ニチ ガイトウ カニュウ		P12,13

		2										ウクライナ人道支援事業		1,700		0		0		1,700		0		寄附金（10,000千円）を活用し、生活支援金の支給や支援のために通訳者派遣やポケトークなどを購入する　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 キフキン カツヨウ キン シキュウ ツウヤクシャ ハケン コウニュウ		〃

		3				3931600		国際推進課　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　		2452		ウクライナ人道支援基金積立金		8,300		0		0		8,300		0		寄附金を活用し、長期的に避難民を支援するためウクライナ人道支援基金に積み立てる　基金残高：8,300千円 キフ キン カツヨウ チョウキテキ ヒナンミン シエン ツ タ キキンザンダカ センエン		〃

		4		民生費 ミンセイヒ								高齢者社会参加応援事業 コウレイシャ シャカイサンカオウエンジギョウ		8,910		0		0		0		8,910		地方創生臨時交付金を活用し、外出支援及びフレイル予防推進の一助となるよう、高齢者向け元気応援情報誌を作成する。5万部を公共施設のほか医療機関、商業施設等で配布する チホウソウセイリンジコウフキン カツヨウ ガイシュツシエン オヨ ヨボウ スイシン イチジョ マンブ コウキョウ シセツ イリョウ キカン ショウギョウ シセツ トウ ハイフ		P14,15

		5										生活・暮らし支援臨時特別給付金事業 セイカツ ク シエン リンジ トクベツキュウフキン ジギョウ		606,626		0		0		0		606,626		地方創生臨時交付金を活用し、低所得者支援として、非課税世帯等臨時特別給付金の対象ではない市民税均等割のみ課税世帯に対し、1世帯当たり10万円を支給する チホウソウセイリンジコウフキン カツヨウ テイショトクシャ シエン タイショウ シミンゼイ キントウワリ カゼイ セタイ セタイ		〃

		6										子育て世帯生活応援特別給付金事業 コソダ セタイ セイカツオウエントクベツ キュウフキン ジギョウ		40,136		0		0		0		40,136		地方創生臨時交付金を活用し、低所得者支援として、子育て世帯生活支援特別給付金の対象ではない市民税均等割のみ課税世帯に対し、児童1人当たり5万円を支給する チホウソウセイリンジコウフキン カツヨウ テイショトクシャ シエン タイショウ シミンゼイ キントウワリ カゼイ セタイ		P16,17

		7										子どもの未来応援基金積立金		60,000		0		0		60,000		0		寄附金を活用し、子どもの未来応援基金に積み立てる。寄附者の意向により子どもの貧困対策に活用予定　基金残高：60,000千円 キフキン カツヨウ コ キフシャ イコウ コ ヒンコン タイサク カツヨウ ヨテイ キキンザンダカ センエン		P14,15

		8				4831000		子育て支援課　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　		6622		ひとり親家庭支援事業 シエンジギョウ		▲ 1,082		▲ 1,037		0		113		▲ 158		教育訓練給付金、及び、高等学校卒業程度認定試験合格支援において国の制度設計が変更されたため、国制度と同様の内容に変更する キョウイククンレン キュウフキン オヨ クニ セイド セッケイ ヘンコウ クニセイド ドウヨウ ナイヨウ ヘンコウ		〃

		9		衛生費 エイセイヒ		3941000		環境政策課　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　		10586		エネルギー対策事業		▲ 11,410		▲ 11,410		0		0		0		県補助要綱の改正により、補助対象設備等が変更されたため、県制度と同様の内容に変更する　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    ホジョ ヨウコウ カイセイ ヘンコウ ケンセイド ドウヨウ ナイヨウ ヘンコウ		P18,19

		10				3942000		環境保全課　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　		10590		大気汚染対策事業 タイサクジギョウ		2,959		0		0		0		2,959		過去の調査により基準（0.1％）を超えていないものとみなしていた施設において、再度アスベスト分析を実施する（28施設分） キジュン コ シセツ ブン		〃

		11										清掃施設整備事業 セイソウシセツ セイビジギョウ		80		0		0		0		80		新焼却施設建設にかかる、環境影響評価・基本計画等を委託にて実施するにあたり、公募型プロポーザルで委託事業者を選定する（委員会3回開催予定）

スケジュール：R4～8環境影響評価・基本計画等（債務負担行為）、R8～15解体・建設工事、R16稼働 ケンセツ カンキョウ エイキョウ ヒョウカ キホン ケイカク トウ イタク ジッシ コウボ ガタ イタクジギョウシャ センテイ カイ カイサイ ヨテイ トウ サイムフタンコウイ カイタイ ケンセツコウジ カドウ		〃

		12		土木費		5032000		道路建設課　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　		15883		３・４・１７号線街路整備業務（五香西）		13,759		0		0		13,759		0		冠水情報板の移設に伴い工事費・負担金が増加する フタンキン		P20,21

		13		教育費 キョウイクヒ		7324200		学校施設課　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　		19400		中学校施設維持管理事業　校舎等改修業務		383		0		0		0		383		過去の調査により基準（0.1％）を超えていないものとみなしていた施設において、再度アスベスト分析を実施する（中学校５校） チュウガッコウ		P22,23

		14				7324200		学校施設課　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　		19960		高校施設維持管理事業　校舎等改修業務		132		0		0		0		132				〃

		15				7324500		学校財務課・学校給食担当室　　　　　　　　　　　　　　　　　		22230		小学校給食管理運営事業　給食備品等管理業務		168,539		0		0		12,891		155,648		食材料費の価格高騰に伴い、相当分を地方創生臨時交付金を活用し当面の間、市が負担する カカクコウトウ トモナ ソウトウブン チホウソウセイリンジコウフキン カツヨウ トウメン アイダ シ フタン		〃

		16				7324500		学校財務課・学校給食担当室　　　　　　　　　　　　　　　　　		22310		中学校給食管理運営事業　給食備品等管理業務		66,008		0		0		4,529		61,479				〃

		合計 ゴウケイ												965,417		▲ 12,447		0		101,292		876,572		　

		　２．歳入 サイニュウ																						（単位：千円）

		事業名称												補正額 ホセイガク		補正理由 ホセイ リユウ

		1		国)新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 シンガタ カンセンショウ タイオウ チホウ ソウセイリンジコウフキン										872,799		「コロナ禍における原油価格・物価高騰対応分」　交付限度額　1,209,237千円のうち、
高齢者社会参加応援事業、生活・暮らし支援臨時特別給付金事業、子育て世帯生活応援特別給付金事業、小中学校給食管理運営事業に対し活用する分を予算化 カ ゲンユカカク ブッカコウトウ タイオウ ブン コウフゲンドガク チ エン コウレイシャ シャカイサンカ オウエン ジギョウ ショウチュウガッコウ タイ カツヨウ ブン ヨサン カ										P8,9

		2		国)母子家庭等対策総合支援事業費補助金										▲ 1,037		国の制度変更による減額 クニ セイドヘンコウ ゲンガク										〃

		3		県)住宅用省エネルギー設備等導入促進事業補助金										▲ 11,410		県の制度変更による減額 ケン セイド ヘンコウ ゲンガク										〃

		4		寄附）ウクライナ人道支援寄附金										10,000		匿名の法人からの指定寄附 トクメイ ホウジン シテイ キフ										〃

		5		寄附）児童福祉費寄附金										60,000		匿名の法人からの指定寄附 トクメイ ホウジン シテイ キフ										〃

		6		繰入）松本清児童福祉基金繰入金										113		ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援において、補助金以外の部分に基金繰入金を充当 ホジョキン イガイ ブブン キキンクリイレキン ジュウトウ										P10,11

		7		諸）雑）街路事業費工事負担金										13,759		３・４・１７号線街路整備にかかる、千葉県からの工事負担金 チバケン コウジフタンキン										〃

		8		諸）雑)教職員等給食費負担金収入										17,420		小中学校の給食費値上げの教職員負担分 ショウチュウガッコウ キュウショクヒ ネア キョウショクイン フタンブン										〃

		9		繰入）財政調整基金繰入金 クリイレ ザイセイチョウセイキキン クリイレキン										3,773		当初予算時基金残高：12,693,701千円　6月補正後基金残高：12,689,928千円 トウショ ヨサン ジ キキン ザンダカ センエン ガツホセイゴ キキン ザンダカ チ エン										〃

		合計 ゴウケイ												965,417



		　３．債務負担行為　　新焼却施設環境影響評価等業務委託　　期間：令和４年度～令和８年度　　限度額：239,668千円 サイムフタンコウイ シンショウキャクシセツ キカン ゲンドガク				　		　		　																P3

																										P26,27

		議案第8号　病院事業会計補正予算（第１回） ギアン ダイ ゴウ ビョウイン ジギョウ カイケイ ホセイヨサン ダイ カイ

		　１．資本的収入および支出（市立総合医療センター） シホンテキ シュウニュウ シシュツ シリツ ソウゴウ イリョウ																		（単位：千円）

														補正前の額 ホセイマエ ガク		補正額 ホセイガク		計 ケイ								※予算書 ヨサンショ

												資本的収入 シホンテキ シュウニュウ		1,404,972		0		1,404,972				※資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額は、損益勘定留保資金で補てん シホンテキシュウニュウガク シホンテキシシュツガク タイ フソク ガク ソンエキカンジョウリュウホシキン ホ				ページ数 スウ

												資本的支出 シホンテキ シシュツ		1,984,891		46,550		2,031,441								P1



		　２．継続費　　市立総合医療センター別棟建設設計事業 ケイゾクヒ																								〃

				総額: ソウガク								122,827千円 センエン		年割額: ネンワリガク		令和４年度　46,550千円 レイワ ネンド センエン								（内容）基本計画・基本設計業務委託 ナイヨウ キホンケイカク キホンセッケイ ギョウム イタク

																令和５年度　76,277千円 レイワ ネンド センエン								（内容）実施設計業務委託 ナイヨウ ジッシセッケイギョウム イタク







市長ヒア　議員全員説明

		令和４年度　補正予算概要 レイワ ネンド ホセイヨサンガイヨウ

		専決処分（一般会計補正予算（第１回）5月16日） センケツショブン イッパンカイケイ ホセイヨサン ダイ カイ ガツ ニチ														　補正前予算額：１，７４２億９千万円　　補正額：１２億５，１６８万１千円　　補正後予算額：１，７５５億４，１６８万１千円

		　１．歳出 サイシュツ																						（単位：千円）

		NO		款								事業名称		補正額 ホセイガク		左の財源内訳 ヒダリ ザイゲンウチワケ								補正理由

								所属名称		事業番号						国県 クニケン		市債 シサイ		その他 タ		一般財源 イッパンザイゲン

		1		民生費 ミンセイヒ		4830800		子ども政策課・子どもの未来応援担当室　　　　　　　　　　　　		6458		非課税世帯等臨時特別給付金事業 ヒカゼイセタイ トウ リンジトクベツ キュウフキン ジギョウ		691,498		691,498		0		0		0		国の「コロナ禍における原油価格・物価高騰等総合緊急対策」により、
今年度市民税非課税になった世帯に対し、1世帯当たり10万円を支給する
※令和3年度に給付を受けている世帯は除く

●6,500世帯を想定
●補助金650,000千円
●事務費41,498千円 クニ カ コンネンド シミンゼイヒカゼイ セタイ タイ セタイア マンエン シキュウ レイワ ネンド キュウフ ウ セタイ ノゾ セタイ ソウテイ ホジョキン チ エン ジムヒ センエン

		2				4831000		子育て支援課　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　		6622		子育て世帯生活支援特別給付金事業 コソダ セタイ セイカツ シエン トクベツ キュウフキン ジギョウ		560,183		560,183		0		0		0		国の「コロナ禍における原油価格・物価高騰等総合緊急対策」により、
低所得の子育て世帯に対し、プッシュ型で児童1人当たり5万円を支給する
※対象①低所得のひとり親世帯②ひとり親世帯以外の市民税非課税世帯。家計急変世帯を含む

●9,446人を想定
●補助金472,300千円
●事務費87,883千円 テイショトク コソダ セタイ タイ ジドウ ニン ア タイショウ テイショトク オヤ セタイ オヤ セタイ イガイ シミンゼイ ヒカゼイ セタイ カケイ キュウヘンセタイ フク ニン ソウテイ センエン

		合計 ゴウケイ												1,251,681		1,251,681		0		0		0



		　２．歳入 サイニュウ												（単位：千円）

		事業名称												補正額 ホセイガク

		1		国)非課税世帯等臨時特別給付金事業費事務費補助金 ヒカゼイセタイトウ リンジトクベツ キュウフ キン ジギョウヒ ジムヒ ホジョキン										691,498

		2		国)子育て世帯生活支援特別給付金事業費事務費補助金 コソダ セタイ セイカツシエン トクベツキュウフキン ジギョウヒ ジムヒ ホジョキン										560,183

		合計 ゴウケイ												1,251,681

		一般会計補正予算（第２回） イッパンカイケイ ホセイヨサン ダイ カイ												　補正前予算額：１，７５５億４，１６８万１千円　　補正額：９億６，５４１万７千円　　補正後予算額：１，７６５億７０９万８千円

		　１．歳出 サイシュツ																						（単位：千円）

		NO		款								事業名称		補正額 ホセイガク		左の財源内訳 ヒダリ ザイゲンウチワケ								補正理由

								所属名称		事業番号						国県 クニケン		市債 シサイ		その他 タ		一般財源 イッパンザイゲン

		1		総務費 ソウムヒ		3923000		市民安全課　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　		2140		ユーカリ交通公園管理運営事業		377		0		0		0		377		県条例の改正により、7月1日から自転車にかかる損害保険の義務化。自転車70台分についても該当するため保険に加入する ケンジョウレイ ガツ ニチ ガイトウ カニュウ

		2										ウクライナ人道支援事業		1,700		0		0		1,700		0		寄附金（10,000千円）を活用し、生活支援金の支給や支援のために通訳者派遣やポケトークなどを購入する　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 キフキン カツヨウ キン シキュウ ツウヤクシャ ハケン コウニュウ

		3				3931600		国際推進課　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　		2452		ウクライナ人道支援基金積立金		8,300		0		0		8,300		0		寄附金を活用し、長期的に避難民を支援するためウクライナ人道支援基金に積み立てる　基金残高：8,300千円 キフ キン カツヨウ チョウキテキ ヒナンミン シエン ツ タ キキンザンダカ センエン

		4		民生費 ミンセイヒ								高齢者社会参加応援事業 コウレイシャ シャカイサンカオウエンジギョウ		8,910		0		0		0		8,910		地方創生臨時交付金を活用し、外出支援及びフレイル予防推進の一助となるよう、高齢者向け元気応援情報誌を作成する。5万部を公共施設のほか医療機関、商業施設等で配布する チホウソウセイリンジコウフキン カツヨウ ガイシュツシエン オヨ ヨボウ スイシン イチジョ マンブ コウキョウ シセツ イリョウ キカン ショウギョウ シセツ トウ ハイフ

		5										生活・暮らし支援臨時特別給付金事業 セイカツ ク シエン リンジ トクベツキュウフキン ジギョウ		606,626		0		0		0		606,626		地方創生臨時交付金を活用し、低所得者支援として、非課税世帯等臨時特別給付金の対象ではない市民税均等割のみ課税世帯に対し、1世帯当たり10万円を支給する チホウソウセイリンジコウフキン カツヨウ テイショトクシャ シエン タイショウ シミンゼイ キントウワリ カゼイ セタイ セタイ

		6										子育て世帯生活応援特別給付金事業 コソダ セタイ セイカツオウエントクベツ キュウフキン ジギョウ		40,136		0		0		0		40,136		地方創生臨時交付金を活用し、低所得者支援として、子育て世帯生活支援特別給付金の対象ではない市民税均等割のみ課税世帯に対し、児童1人当たり5万円を支給する チホウソウセイリンジコウフキン カツヨウ テイショトクシャ シエン タイショウ シミンゼイ キントウワリ カゼイ セタイ

		7										子どもの未来応援基金積立金		60,000		0		0		60,000		0		寄附金を活用し、子どもの未来応援基金に積み立てる。寄附者の意向により子どもの貧困対策に活用予定　基金残高：60,000千円 キフキン カツヨウ コ キフシャ イコウ コ ヒンコン タイサク カツヨウ ヨテイ キキンザンダカ センエン

		8				4831000		子育て支援課　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　		6622		ひとり親家庭支援事業 シエンジギョウ		▲ 1,082		▲ 1,037		0		113		▲ 158		教育訓練給付金、及び、高等学校卒業程度認定試験合格支援において国の制度設計が変更されたため、国制度と同様の内容に変更する キョウイククンレン キュウフキン オヨ クニ セイド セッケイ ヘンコウ クニセイド ドウヨウ ナイヨウ ヘンコウ

		9		衛生費 エイセイヒ		3941000		環境政策課　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　		10586		エネルギー対策事業		▲ 11,410		▲ 11,410		0		0		0		県補助要綱の改正により、補助対象設備等が変更されたため、県制度と同様の内容に変更する　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    ホジョ ヨウコウ カイセイ ヘンコウ ケンセイド ドウヨウ ナイヨウ ヘンコウ

		10				3942000		環境保全課　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　		10590		大気汚染対策事業 タイサクジギョウ		2,959		0		0		0		2,959		過去の調査により基準（0.1％）を超えていないものとみなしていた施設において、再度アスベスト分析を実施する（28施設分） キジュン コ シセツ ブン

		11										清掃施設整備事業 セイソウシセツ セイビジギョウ		80		0		0		0		80		クリーンセンター建設にかかる、環境影響評価・基本計画等を委託にて実施するにあたり、公募型プロポーザルで委託事業者を選定する（委員会3回開催予定）

スケジュール：R4～8環境影響評価・基本計画等（債務負担行為）、R8～15解体・建設工事、R16稼働 ケンセツ カンキョウ エイキョウ ヒョウカ キホン ケイカク トウ イタク ジッシ コウボ ガタ イタクジギョウシャ センテイ カイ カイサイ ヨテイ トウ サイムフタンコウイ カイタイ ケンセツコウジ カドウ

		12		土木費		5032000		道路建設課　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　		15883		３・４・１７号線街路整備業務（五香西）		13,759		0		0		13,759		0		冠水情報板の移設に伴い工事費・負担金が増加する フタンキン

		13		教育費 キョウイクヒ		7324200		学校施設課　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　		19400		中学校施設維持管理事業　校舎等改修業務		383		0		0		0		383		過去の調査により基準（0.1％）を超えていないものとみなしていた施設において、再度アスベスト分析を実施する（中学校５校） チュウガッコウ

		14				7324200		学校施設課　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　		19960		高校施設維持管理事業　校舎等改修業務		132		0		0		0		132

		15				7324500		学校財務課・学校給食担当室　　　　　　　　　　　　　　　　　		22230		小学校給食管理運営事業　給食備品等管理業務		168,539		0		0		12,891		155,648		食材料費の価格高騰に伴い、相当分を地方創生臨時交付金を活用し当面の間、市が負担する カカクコウトウ トモナ ソウトウブン チホウソウセイリンジコウフキン カツヨウ トウメン アイダ シ フタン

		16				7324500		学校財務課・学校給食担当室　　　　　　　　　　　　　　　　　		22310		中学校給食管理運営事業　給食備品等管理業務		66,008		0		0		4,529		61,479

		合計 ゴウケイ												965,417		▲ 12,447		0		101,292		876,572		　

		　２．歳入 サイニュウ																						（単位：千円）

		事業名称												補正額 ホセイガク		補正理由 ホセイ リユウ

		1		国)新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 シンガタ カンセンショウ タイオウ チホウ ソウセイリンジコウフキン										872,799		「コロナ禍における原油価格・物価高騰対応分」　交付限度額　1,209,237千円のうち、
高齢者社会参加応援事業、生活・暮らし支援臨時特別給付金事業、子育て世帯生活応援特別給付金事業、小中学校給食管理運営事業に対し活用する分を予算化 カ ゲンユカカク ブッカコウトウ タイオウ ブン コウフゲンドガク チ エン コウレイシャ シャカイサンカ オウエン ジギョウ ショウチュウガッコウ タイ カツヨウ ブン ヨサン カ

		2		国)母子家庭等対策総合支援事業費補助金										▲ 1,037		国の制度変更による減額 クニ セイドヘンコウ ゲンガク

		3		県)住宅用省エネルギー設備等導入促進事業補助金										▲ 11,410		県の制度変更による減額 ケン セイド ヘンコウ ゲンガク

		4		寄附）ウクライナ人道支援寄附金										10,000		匿名の法人からの指定寄附 トクメイ ホウジン シテイ キフ

		5		寄附）児童福祉費寄附金										60,000		匿名の法人からの指定寄附 トクメイ ホウジン シテイ キフ

		6		繰入）松本清児童福祉基金繰入金										113		ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援において、補助金以外の部分に基金繰入金を充当 ホジョキン イガイ ブブン キキンクリイレキン ジュウトウ

		7		諸）雑）街路事業費工事負担金										13,759		３・４・１７号線街路整備にかかる、千葉県からの工事負担金 チバケン コウジフタンキン

		8		諸）雑)教職員等給食費負担金収入										17,420		小中学校の給食費値上げの教職員負担分 ショウチュウガッコウ キュウショクヒ ネア キョウショクイン フタンブン

		9		繰入）財政調整基金繰入金 クリイレ ザイセイチョウセイキキン クリイレキン										3,773		当初予算時基金残高：12,693,701千円　6月補正後基金残高：12,689,928千円 トウショ ヨサン ジ キキン ザンダカ センエン ガツホセイゴ キキン ザンダカ チ エン

		合計 ゴウケイ												965,417



		　３．債務負担行為　　新焼却施設環境影響評価等業務委託　　期間：令和４年度～令和８年度　　限度額：239,668千円 サイムフタンコウイ シンショウキャクシセツ キカン ゲンドガク				　		　		　







市長ヒア　部長会議・根回し

		令和４年度　補正予算概要 レイワ ネンド ホセイヨサンガイヨウ

		専決処分（一般会計補正予算（第１回）5月16日） センケツショブン イッパンカイケイ ホセイヨサン ダイ カイ ガツ ニチ														　補正前予算額：１，７４２億９千万円　　補正額：１２億５，１６８万１千円　　補正後予算額：１，７５５億４，１６８万１千円

		　１．歳出 サイシュツ																						（単位：千円）

		NO		款								事業名称		補正額 ホセイガク		左の財源内訳 ヒダリ ザイゲンウチワケ								補正理由

								所属名称		事業番号						国県 クニケン		市債 シサイ		その他 タ		一般財源 イッパンザイゲン

		1		民生費 ミンセイヒ		4830800		子ども政策課・子どもの未来応援担当室　　　　　　　　　　　　		6458		非課税世帯等臨時特別給付金事業 ヒカゼイセタイ トウ リンジトクベツ キュウフキン ジギョウ		691,498		691,498		0		0		0		国の「コロナ禍における原油価格・物価高騰等総合緊急対策」により、
今年度市民税非課税になった世帯に対し、1世帯当たり10万円を支給する
※令和3年度に給付を受けている世帯は除く

●6,500世帯を想定
●補助金650,000千円
●事務費41,498千円 クニ カ コンネンド シミンゼイヒカゼイ セタイ タイ セタイア マンエン シキュウ レイワ ネンド キュウフ ウ セタイ ノゾ セタイ ソウテイ ホジョキン チ エン ジムヒ センエン

		2				4831000		子育て支援課　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　		6622		子育て世帯生活支援特別給付金事業 コソダ セタイ セイカツ シエン トクベツ キュウフキン ジギョウ		560,183		560,183		0		0		0		国の「コロナ禍における原油価格・物価高騰等総合緊急対策」により、
低所得の子育て世帯に対し、プッシュ型で児童1人当たり5万円を支給する
※対象①低所得のひとり親世帯②ひとり親世帯以外の市民税非課税世帯。家計急変世帯を含む

●9,446人を想定
●補助金472,300千円
●事務費87,883千円 テイショトク コソダ セタイ タイ ジドウ ニン ア タイショウ テイショトク オヤ セタイ オヤ セタイ イガイ シミンゼイ ヒカゼイ セタイ カケイ キュウヘンセタイ フク ニン ソウテイ センエン

		合計 ゴウケイ												1,251,681		1,251,681		0		0		0



		　２．歳入 サイニュウ												（単位：千円）

		事業名称												補正額 ホセイガク

		1		国)非課税世帯等臨時特別給付金事業費事務費補助金 ヒカゼイセタイトウ リンジトクベツ キュウフ キン ジギョウヒ ジムヒ ホジョキン										691,498

		2		国)子育て世帯生活支援特別給付金事業費事務費補助金 コソダ セタイ セイカツシエン トクベツキュウフキン ジギョウヒ ジムヒ ホジョキン										560,183

		合計 ゴウケイ												1,251,681

		一般会計補正予算（第２回） イッパンカイケイ ホセイヨサン ダイ カイ												　補正前予算額：１，７５５億４，１６８万１千円　　補正額：９億６，５４１万７千円　　補正後予算額：１，７６５億７０９万８千円

		　１．歳出 サイシュツ																						（単位：千円）

		NO		款								事業名称		補正額 ホセイガク		左の財源内訳 ヒダリ ザイゲンウチワケ								補正理由

								所属名称		事業番号						国県 クニケン		市債 シサイ		その他 タ		一般財源 イッパンザイゲン

		1		総務費 ソウムヒ		3923000		市民安全課　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　		2140		ユーカリ交通公園管理運営事業		377		0		0		0		377		県条例の改正により、7月1日から自転車にかかる損害保険の義務化。自転車70台分についても該当するため保険に加入する ケンジョウレイ ガツ ニチ ガイトウ カニュウ

		2										ウクライナ人道支援事業		1,700		0		0		1,700		0		寄附金（10,000千円）を活用し、生活支援金の支給や支援のために通訳者派遣やポケトークなどを購入する　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 キフキン カツヨウ キン シキュウ ツウヤクシャ ハケン コウニュウ

		3				3931600		国際推進課　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　		2452		ウクライナ人道支援基金積立金		8,300		0		0		8,300		0		寄附金を活用し、長期的に避難民を支援するためウクライナ人道支援基金に積み立てる　基金残高：8,300千円 キフ キン カツヨウ チョウキテキ ヒナンミン シエン ツ タ キキンザンダカ センエン

		4		民生費 ミンセイヒ								高齢者社会参加応援事業 コウレイシャ シャカイサンカオウエンジギョウ		8,910		0		0		0		8,910		地方創生臨時交付金を活用し、外出支援及びフレイル予防推進の一助となるよう、高齢者向け元気応援情報誌を作成する。5万部を公共施設のほか医療機関、商業施設等で配布する チホウソウセイリンジコウフキン カツヨウ ガイシュツシエン オヨ ヨボウ スイシン イチジョ マンブ コウキョウ シセツ イリョウ キカン ショウギョウ シセツ トウ ハイフ

		5										生活・暮らし支援臨時特別給付金事業 セイカツ ク シエン リンジ トクベツキュウフキン ジギョウ		606,626		0		0		0		606,626		地方創生臨時交付金を活用し、低所得者支援として、非課税世帯等臨時特別給付金の対象ではない市民税均等割のみ課税世帯に対し、1世帯当たり10万円を支給する チホウソウセイリンジコウフキン カツヨウ テイショトクシャ シエン タイショウ シミンゼイ キントウワリ カゼイ セタイ セタイ

		6										子育て世帯生活応援特別給付金事業 コソダ セタイ セイカツオウエントクベツ キュウフキン ジギョウ		40,136		0		0		0		40,136		地方創生臨時交付金を活用し、低所得者支援として、子育て世帯生活支援特別給付金の対象ではない市民税均等割のみ課税世帯に対し、児童1人当たり5万円を支給する チホウソウセイリンジコウフキン カツヨウ テイショトクシャ シエン タイショウ シミンゼイ キントウワリ カゼイ セタイ

		7										子どもの未来応援基金積立金		60,000		0		0		60,000		0		寄附金を活用し、子どもの未来応援基金に積み立てる。寄附者の意向により子どもの貧困対策に活用予定　基金残高：60,000千円 キフキン カツヨウ コ キフシャ イコウ コ ヒンコン タイサク カツヨウ ヨテイ キキンザンダカ センエン

		8				4831000		子育て支援課　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　		6622		ひとり親家庭支援事業 シエンジギョウ		▲ 1,082		▲ 1,037		0		113		▲ 158		教育訓練給付金、及び、高等学校卒業程度認定試験合格支援において国の制度設計が変更されたため、国制度と同様の内容に変更する キョウイククンレン キュウフキン オヨ クニ セイド セッケイ ヘンコウ クニセイド ドウヨウ ナイヨウ ヘンコウ

		9		衛生費 エイセイヒ		3941000		環境政策課　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　		10586		エネルギー対策事業		▲ 11,410		▲ 11,410		0		0		0		県補助要綱の改正により、補助対象設備等が変更されたため、県制度と同様の内容に変更する　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    ホジョ ヨウコウ カイセイ ヘンコウ ケンセイド ドウヨウ ナイヨウ ヘンコウ

		10				3942000		環境保全課　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　		10590		大気汚染対策事業 タイサクジギョウ		2,959		0		0		0		2,959		過去の調査により基準（0.1％）を超えていないものとみなしていた施設において、再度アスベスト分析を実施する（28施設分） キジュン コ シセツ ブン

		11										清掃施設整備事業 セイソウシセツ セイビジギョウ		80		0		0		0		80		クリーンセンター建設にかかる、環境影響評価・基本計画等を委託にて実施するにあたり、公募型プロポーザルで委託事業者を選定する（委員会3回開催予定）

スケジュール：R4～8環境影響評価・基本計画等（債務負担行為）、R8～15解体・建設工事、R16稼働 ケンセツ カンキョウ エイキョウ ヒョウカ キホン ケイカク トウ イタク ジッシ コウボ ガタ イタクジギョウシャ センテイ カイ カイサイ ヨテイ トウ サイムフタンコウイ カイタイ ケンセツコウジ カドウ

		12		土木費		5032000		道路建設課　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　		15883		３・４・１７号線街路整備業務（五香西）		13,759		0		0		13,759		0		冠水情報板の移設に伴い工事費・負担金が増加する フタンキン

		13		教育費 キョウイクヒ		7324200		学校施設課　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　		19400		中学校施設維持管理事業　校舎等改修業務		383		0		0		0		383		過去の調査により基準（0.1％）を超えていないものとみなしていた施設において、再度アスベスト分析を実施する（中学校５校） チュウガッコウ

		14				7324200		学校施設課　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　		19960		高校施設維持管理事業　校舎等改修業務		132		0		0		0		132

		15				7324500		学校財務課・学校給食担当室　　　　　　　　　　　　　　　　　		22230		小学校給食管理運営事業　給食備品等管理業務		168,539		0		0		12,891		155,648		食材料費の価格高騰に伴い、相当分を地方創生臨時交付金を活用し当面の間、市が負担する カカクコウトウ トモナ ソウトウブン チホウソウセイリンジコウフキン カツヨウ トウメン アイダ シ フタン

		16				7324500		学校財務課・学校給食担当室　　　　　　　　　　　　　　　　　		22310		中学校給食管理運営事業　給食備品等管理業務		66,008		0		0		4,529		61,479

		合計 ゴウケイ												965,417		▲ 12,447		0		101,292		876,572		　

		　２．歳入 サイニュウ																						（単位：千円）

		事業名称												補正額 ホセイガク		補正理由 ホセイ リユウ

		1		国)新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 シンガタ カンセンショウ タイオウ チホウ ソウセイリンジコウフキン										872,799		「コロナ禍における原油価格・物価高騰対応分」　交付限度額　1,209,237千円のうち、
高齢者社会参加応援事業、生活・暮らし支援臨時特別給付金事業、子育て世帯生活応援特別給付金事業、小中学校給食管理運営事業に対し活用する分を予算化 カ ゲンユカカク ブッカコウトウ タイオウ ブン コウフゲンドガク チ エン コウレイシャ シャカイサンカ オウエン ジギョウ ショウチュウガッコウ タイ カツヨウ ブン ヨサン カ

		2		国)母子家庭等対策総合支援事業費補助金										▲ 1,037		国の制度変更による減額 クニ セイドヘンコウ ゲンガク

		3		県)住宅用省エネルギー設備等導入促進事業補助金										▲ 11,410		県の制度変更による減額 ケン セイド ヘンコウ ゲンガク

		4		寄附）ウクライナ人道支援寄附金										10,000		匿名の法人からの指定寄附 トクメイ ホウジン シテイ キフ

		5		寄附）児童福祉費寄附金										60,000		匿名の法人からの指定寄附 トクメイ ホウジン シテイ キフ

		6		繰入）松本清児童福祉基金繰入金										113		ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援において、補助金以外の部分に基金繰入金を充当 ホジョキン イガイ ブブン キキンクリイレキン ジュウトウ

		7		諸）雑）街路事業費工事負担金										13,759		３・４・１７号線街路整備にかかる、千葉県からの工事負担金 チバケン コウジフタンキン

		8		諸）雑)教職員等給食費負担金収入										17,420		小中学校の給食費値上げの教職員負担分 ショウチュウガッコウ キュウショクヒ ネア キョウショクイン フタンブン

		9		繰入）財政調整基金繰入金 クリイレ ザイセイチョウセイキキン クリイレキン										3,773		当初予算時基金残高：12,693,701千円　6月補正後基金残高：12,689,928千円 トウショ ヨサン ジ キキン ザンダカ センエン ガツホセイゴ キキン ザンダカ チ エン

		合計 ゴウケイ												965,417



		　３．債務負担行為　　新規：新焼却施設環境影響評価等業務委託　　期間：令和４年度～令和８年度　　限度額：239,668千円 サイムフタンコウイ シンキ シンショウキャクシセツ キカン ゲンドガク				　		　		　



		病院事業会計補正予算（第１回） ビョウイン ジギョウ カイケイ ホセイヨサン ダイ カイ

		　１．資本的収入および支出（市立総合医療センター） シホンテキ シュウニュウ シシュツ シリツ ソウゴウ イリョウ																		（単位：千円）

														補正前の額 ホセイマエ ガク		補正額 ホセイガク		計 ケイ

												資本的収入 シホンテキ シュウニュウ		1,404,972		0		1,404,972				※資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額は、損益勘定留保資金で補てん シホンテキシュウニュウガク シホンテキシシュツガク タイ フソク ガク ソンエキカンジョウリュウホシキン ホ

												資本的支出 シホンテキ シシュツ		1,984,891		46,550		2,031,441



		　２．継続費　　新規：市立総合医療センター別棟建設設計事業 ケイゾクヒ シンキ

				総額: ソウガク								122,827千円 センエン		年割額: ネンワリガク		令和４年度　46,550千円 レイワ ネンド センエン								（内容）基本計画・基本設計業務委託 ナイヨウ キホンケイカク キホンセッケイ ギョウム イタク

																令和５年度　76,277千円 レイワ ネンド センエン								（内容）実施設計業務委託 ナイヨウ ジッシセッケイギョウム イタク







交付金協議中項目　部長会議～全部これ

		新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用して実施する事業 カツヨウ ジッシ ジギョウ

						（単位：千円） タンイ センエン

		コロナ禍における原油価格・物価高騰対応分
交付限度額内示額 カ ゲンユカカク ブッカコウトウ タイオウブン コウフ ゲンドガク ナイジガク				1,209,237

				　うち６月補正予算化分（➀～③の合計額） ガツホセイ ヨサン カ ブン		872,799

				残額 ザンガク		336,438

		①低所得者への支援 テイショトクシャ シエン						②子育て世帯への支援 コソダ セタイ シエン		③高齢者への支援 コウレイシャ シエン

		生活・暮らし支援臨時特別給付金事業 セイカツ ク シエン リンジ トクベツ キュウフキンジギョウ		子育て世帯生活応援特別給付金事業 コソダ セタイ セイカツ オウエン トクベツキュウフキンジギョウ				小中学校給食管理運営事業 ショウチュウガッコウ キュウショクカンリ ウンエイジギョウ		高齢者社会参加応援事業 コウレイシャ シャカイサンカ オウエンジギョウ

		非課税世帯等臨時特別給付金の

対象外世帯に給付 ヒカゼイ セタイ トウ リンジ トクベツ キュウフキン タイショウガイセタイ キュウフ		子育て世帯生活支援特別給付金の

対象外世帯に給付 コソダ セタイ セイカツ シエン トクベツ キュウフキン タイショウガイセタイ キュウフ				学校給食の食材料費

物価高騰分を
当面の間、市が負担 ガッコウキュウショク ショクザイ リョウ ヒ ブッカ コウトウブン トウメン アイダ シ フタン		フレイル予防の推進

高齢者向け元気応援
ガイドブック（情報誌）の発行 ヨボウ スイシン ハッコウ

		対象：市民税均等割のみ課税世帯

給付額：1世帯10万円

世帯数：5,700世帯

予算額：６０６，６２６千円 タイショウ シミンゼイ キントウワリ カゼイセタイ キュウフガク セタイ マンエン セタイスウ セタイ セン エン		対象：市民税均等割のみ課税世帯

給付額：児童1人5万円

児童数：500人

予算額：４０，１３６千円 タイショウ シミンゼイ キントウワリ カゼイ セタイ キュウフガク ジドウ ニン マンエン ジドウスウ ニン チ エン				補正内容：学年により、１食当たり４５円～６０円相当の賄材料費を補正

予算額：２１７，１２７千円 ホセイナイヨウ ガクネン ショク ア エン エン ソウトウ マカナイザイリョウヒ ホセイ セン エン		作成部数：50,000部

配架場所：公共施設、医療関係機関、商業施設等

予算額：８，９１０千円 サクセイブスウ ブ ハイカ バショ コウキョウシセツ イリョウ カンケイ キカン ショウギョウ シセツ トウ セン エン

		過去に実施なし カコ ジッシ		令和3年度　実施 レイワ ネンド ジッシ				過去に実施なし カコ ジッシ		過去に実施なし カコ ジッシ





市長ヒア　１案

		令和４年度補正予算　一般会計（専決処分） レイワ ネンド ホセイヨサン イッパンカイケイ センケツショブン														　補正前予算額：１，７４２億９千万円　　補正額：１３億８，６５４万４千円　　補正後予算額：１，７５６億７，６５４万４千円

		　１．歳出 サイシュツ																						（単位：千円）

		NO		款								事業名称		補正額 ホセイガク		左の財源内訳 ヒダリ ザイゲンウチワケ								補正理由

								所属名称		事業番号						国県 クニケン		市債 シサイ		その他 タ		一般財源 イッパンザイゲン

		1		民生費 ミンセイヒ		4830800		子ども政策課・子どもの未来応援担当室　　　　　　　　　　　　		6458		非課税世帯等臨時特別給付金事業 ヒカゼイセタイ トウ リンジトクベツ キュウフキン ジギョウ		691,498		691,498		0		0		0		国の「コロナ禍における原油価格・物価高騰等総合緊急対策」により、
今年度市民税非課税になった世帯に対し、1世帯当たり10万円を支給する
※令和3年度に給付を受けている世帯は除く

●6,500世帯を想定
●補助金650,000千円
●事務費41,498千円 クニ カ コンネンド シミンゼイヒカゼイ セタイ タイ セタイア マンエン シキュウ レイワ ネンド キュウフ ウ セタイ ノゾ セタイ ソウテイ ホジョキン チ エン ジムヒ センエン

		2				4831000		子育て支援課　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　		6622		子育て世帯生活支援特別給付金事業 コソダ セタイ セイカツ シエン トクベツ キュウフキン ジギョウ		695,046		695,046		0		0		0		国の「コロナ禍における原油価格・物価高騰等総合緊急対策」により、
低所得の子育て世帯に対し、プッシュ型で児童1人当たり5万円を支給する
※対象①低所得のひとり親世帯②ひとり親世帯以外の市民税非課税世帯。家計急変世帯を含む

●11,633人を想定
●補助金581,650千円
●事務費113,396千円 テイショトク コソダ セタイ タイ ジドウ ニン ア タイショウ テイショトク オヤ セタイ オヤ セタイ イガイ シミンゼイ ヒカゼイ セタイ カケイ キュウヘンセタイ フク ニン ソウテイ センエン

		合計 ゴウケイ												1,386,544		1,386,544		0		0		0



		　２．歳入 サイニュウ												（単位：千円）

		事業名称												補正額 ホセイガク

		1		国)非課税世帯等臨時特別給付金事業費事務費補助金 ヒカゼイセタイトウ リンジトクベツ キュウフ キン ジギョウヒ ジムヒ ホジョキン										691,498

		2		国)子育て世帯生活支援特別給付金事業費事務費補助金 コソダ セタイ セイカツシエン トクベツキュウフキン ジギョウヒ ジムヒ ホジョキン										695,046

		合計 ゴウケイ												1,386,544

		令和４年度６月補正予算　一般会計 レイワ ネンド ガツホセイヨサン イッパンカイケイ												　補正前予算額：１，７５６億７，６５４万４千円　　補正額：９億６，５４１万７千円　　補正後予算額：１，７６６億４，１９６万１千円

		　１．歳出 サイシュツ																						（単位：千円）

		NO		款								事業名称		補正額 ホセイガク		左の財源内訳 ヒダリ ザイゲンウチワケ								補正理由

								所属名称		事業番号						国県 クニケン		市債 シサイ		その他 タ		一般財源 イッパンザイゲン

		1		総務費 ソウムヒ		3923000		市民安全課　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　		2140		ユーカリ交通公園管理運営事業		377		0		0		0		377		県条例の改正により、7月1日から自転車にかかる損害保険の義務化。自転車70台分についても該当するため保険に加入する ケンジョウレイ ガツ ニチ ガイトウ カニュウ

		2										ウクライナ人道支援事業		1,700		0		0		1,700		0		寄附金（10,000千円）を活用し、生活支援金の支給や支援のために通訳者派遣やポケトークなどを購入する　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 キフキン カツヨウ キン シキュウ ツウヤクシャ ハケン コウニュウ

		3				3931600		国際推進課　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　		2452		ウクライナ人道支援基金積立金		8,300		0		0		8,300		0		寄附金を活用し、長期的に避難民を支援するためウクライナ人道支援基金に積み立てる　基金残高：8,300千円 キフ キン カツヨウ チョウキテキ ヒナンミン シエン ツ タ キキンザンダカ センエン

		4		民生費 ミンセイヒ								高齢者社会参加応援事業 コウレイシャ シャカイサンカオウエンジギョウ		8,910		0		0		0		8,910		地方創生臨時交付金を活用し、外出支援及びフレイル予防推進の一助となるよう、高齢者向け元気応援情報誌を作成する。5万部を公共施設のほか医療機関、商業施設等で配布する チホウソウセイリンジコウフキン カツヨウ ガイシュツシエン オヨ ヨボウ スイシン イチジョ マンブ コウキョウ シセツ イリョウ キカン ショウギョウ シセツ トウ ハイフ

		5										非課税世帯等臨時特別給付金事業 ヒカゼイ セタイ トウ リンジ トクベツキュウフキン ジギョウ		606,626		0		0		0		606,626		地方創生臨時交付金を活用し、低所得者支援として、非課税世帯等臨時特別給付金の対象ではない市民税均等割のみ課税世帯に対し、1世帯当たり10万円を支給する チホウソウセイリンジコウフキン カツヨウ テイショトクシャ シエン タイショウ シミンゼイ キントウワリ カゼイ セタイ セタイ

		6										子育て世帯生活応援特別給付金事業 コソダ セタイ セイカツオウエントクベツ キュウフキン ジギョウ		40,136		0		0		0		40,136		地方創生臨時交付金を活用し、低所得者支援として、子育て世帯生活支援特別給付金の対象ではない市民税均等割のみ課税世帯に対し、児童1人当たり5万円を支給する チホウソウセイリンジコウフキン カツヨウ テイショトクシャ シエン タイショウ シミンゼイ キントウワリ カゼイ セタイ

		7										子どもの未来応援基金積立金		60,000		0		0		60,000		0		寄附金を活用し、子どもの未来応援基金に積み立てる。寄附者の意向により子どもの貧困対策に活用予定　基金残高：60,000千円 キフキン カツヨウ コ キフシャ イコウ コ ヒンコン タイサク カツヨウ ヨテイ キキンザンダカ センエン

		8				4831000		子育て支援課　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　		6622		ひとり親家庭支援事業 シエンジギョウ		▲ 1,082		▲ 1,037		0		113		▲ 158		教育訓練給付金、及び、高等学校卒業程度認定試験合格支援において国の制度設計が変更されたため、国制度と同様の内容に変更する キョウイククンレン キュウフキン オヨ クニ セイド セッケイ ヘンコウ クニセイド ドウヨウ ナイヨウ ヘンコウ

		9		衛生費 エイセイヒ		3941000		環境政策課　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　		10586		エネルギー対策事業		▲ 11,410		▲ 11,410		0		0		0		県補助要綱の改正により、補助対象設備等が変更されたため、県制度と同様の内容に変更する　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    ホジョ ヨウコウ カイセイ ヘンコウ ケンセイド ドウヨウ ナイヨウ ヘンコウ

		10				3942000		環境保全課　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　		10590		大気汚染対策事業 タイサクジギョウ		2,959		0		0		0		2,959		過去の調査により基準（0.1％）を超えていないものとみなしていた施設において、再度アスベスト分析を実施する（28施設分） キジュン コ シセツ ブン

		11										清掃施設整備事業 セイソウシセツ セイビジギョウ		80		0		0		0		80		クリーンセンター建設にかかる、環境影響評価・基本計画等を委託にて実施するにあたり、公募型プロポーザルで委託事業者を選定する（委員会3回開催予定）

スケジュール：R4～8環境影響評価・基本計画等（債務負担行為）、R8～15解体・建設工事、R16稼働 ケンセツ カンキョウ エイキョウ ヒョウカ キホン ケイカク トウ イタク ジッシ コウボ ガタ イタクジギョウシャ センテイ カイ カイサイ ヨテイ トウ サイムフタンコウイ カイタイ ケンセツコウジ カドウ

		12		土木費		5032000		道路建設課　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　		15883		３・４・１７号線街路整備業務（五香西）		13,759		0		0		13,759		0		冠水情報板の移設に伴い工事費・負担金が増加する フタンキン

		13		教育費 キョウイクヒ		7324200		学校施設課　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　		19400		中学校施設維持管理事業　校舎等改修業務		383		0		0		0		383		過去の調査により基準（0.1％）を超えていないものとみなしていた施設において、再度アスベスト分析を実施する（中学校５校） チュウガッコウ

		14				7324200		学校施設課　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　		19960		高校施設維持管理事業　校舎等改修業務		132		0		0		0		132

		15				7324500		学校財務課・学校給食担当室　　　　　　　　　　　　　　　　　		22230		小学校給食管理運営事業　給食備品等管理業務		168,539		0		0		12,891		155,648		食材料費の価格高騰に伴い、相当分を地方創生臨時交付金を活用し当面の間、市が負担する カカクコウトウ トモナ ソウトウブン チホウソウセイリンジコウフキン カツヨウ トウメン アイダ シ フタン

		16				7324500		学校財務課・学校給食担当室　　　　　　　　　　　　　　　　　		22310		中学校給食管理運営事業　給食備品等管理業務		66,008		0		0		4,529		61,479

		合計 ゴウケイ												965,417		▲ 12,447		0		101,292		876,572		　

		　２．歳入 サイニュウ																						（単位：千円）

		事業名称												補正額 ホセイガク		補正理由 ホセイ リユウ

		1		国)新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 シンガタ カンセンショウ タイオウ チホウ ソウセイリンジコウフキン										872,799		「コロナ禍における原油価格・物価高騰対応分」　交付限度額　1,209,237千円のうち、
高齢者社会参加応援事業、非課税世帯等臨時特別給付金事業、子育て世帯生活応援特別給付金事業、小中学校給食管理運営事業に対し活用する分を予算化 カ ゲンユカカク ブッカコウトウ タイオウ ブン コウフゲンドガク チ エン コウレイシャ シャカイサンカ オウエン ジギョウ ショウチュウガッコウ タイ カツヨウ ブン ヨサン カ

		2		国)母子家庭等対策総合支援事業費補助金										▲ 1,037		国の制度変更による減額 クニ セイドヘンコウ ゲンガク

		3		県)住宅用省エネルギー設備等導入促進事業補助金										▲ 11,410		県の制度変更による減額 ケン セイド ヘンコウ ゲンガク

		4		寄附）ウクライナ人道支援寄附金										10,000		匿名の法人からの指定寄附 トクメイ ホウジン シテイ キフ

		5		寄附）児童福祉費寄附金										60,000		匿名の法人からの指定寄附 トクメイ ホウジン シテイ キフ

		6		繰入）松本清児童福祉基金繰入金										113		ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援において、補助金以外の部分に基金繰入金を充当 ホジョキン イガイ ブブン キキンクリイレキン ジュウトウ

		7		諸）雑）街路事業費工事負担金										13,759		３・４・１７号線街路整備にかかる、千葉県からの工事負担金 チバケン コウジフタンキン

		8		諸）雑)教職員等給食費負担金収入										17,420		小中学校の給食費値上げの教職員負担分 ショウチュウガッコウ キュウショクヒ ネア キョウショクイン フタンブン

		9		繰入）財政調整基金繰入金 クリイレ ザイセイチョウセイキキン クリイレキン										3,773		当初予算時基金残高：12,693,701千円　6月補正後基金残高：12,689,928千円 トウショ ヨサン ジ キキン ザンダカ センエン ガツホセイゴ キキン ザンダカ チ エン

		合計 ゴウケイ												965,417



		　３．債務負担行為　　新規：新焼却施設環境影響評価等業務委託　　期間：令和４年度～令和８年度　　限度額：239,668千円 サイムフタンコウイ シンキ シンショウキャクシセツ キカン ゲンドガク				　		　		　



		令和４年度６月補正予算　病院事業会計 レイワ ネンド ガツホセイヨサン ビョウイン ジギョウ カイケイ

		　１．資本的収入および支出（市立総合医療センター） シホンテキ シュウニュウ シシュツ シリツ ソウゴウ イリョウ																		（単位：千円）

														補正前の額 ホセイマエ ガク		補正額 ホセイガク		計 ケイ

												資本的収入 シホンテキ シュウニュウ		1,404,972		0		1,404,972				※資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額は、損益勘定留保資金で補てん シホンテキシュウニュウガク シホンテキシシュツガク タイ フソク ガク ソンエキカンジョウリュウホシキン ホ

												資本的支出 シホンテキ シシュツ		1,984,891		46,550		2,031,441



		　２．継続費　　新規：市立総合医療センター別棟建設設計事業 ケイゾクヒ シンキ

				総額: ソウガク								122,827千円 センエン		年割額: ネンワリガク		令和４年度　46,550千円 レイワ ネンド センエン								（内容）基本計画・基本設計業務委託 ナイヨウ キホンケイカク キホンセッケイ ギョウム イタク

																令和５年度　76,277千円 レイワ ネンド センエン								（内容）実施設計業務委託 ナイヨウ ジッシセッケイギョウム イタク







交付金協議中項目　市長ヒア用

		新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金　活用検討資料 カツヨウ ケントウシリョウ

						（単位：千円） タンイ センエン

		コロナ禍における原油価格・物価高騰対応分
交付限度額内示額 カ ゲンユカカク ブッカコウトウ タイオウブン コウフ ゲンドガク ナイジガク				1,209,237

				　うち６月補正予算化分（➀～③の合計額） ガツホセイ ヨサン カ ブン		872,799

				うち予算化していない額 ヨサンカ ガク		336,438

		①低所得者への支援 テイショトクシャ シエン						②子育て世帯への支援 コソダ セタイ シエン		③高齢者への支援 コウレイシャ シエン

		非課税世帯等臨時特別給付金の

対象外世帯に給付 ヒカゼイ セタイ トウ リンジ トクベツ キュウフキン タイショウガイセタイ キュウフ		子育て世帯生活支援特別給付金の

対象外世帯に給付 コソダ セタイ セイカツ シエン トクベツ キュウフキン タイショウガイセタイ キュウフ				学校給食の食材料費

物価高騰分を
当面の間、市が負担 ガッコウキュウショク ショクザイ リョウ ヒ ブッカ コウトウブン トウメン アイダ シ フタン		フレイル予防の推進

高齢者向け元気応援
ガイドブック（情報誌）の発行 ヨボウ スイシン ハッコウ

		対象：市民税均等割のみ課税世帯

給付額：1世帯10万円

世帯数：5,700世帯

予算額：６０６，６２６千円 タイショウ シミンゼイ キントウワリ カゼイセタイ キュウフガク セタイ マンエン セタイスウ セタイ セン エン		対象：市民税均等割のみ課税世帯

給付額：児童1人5万円

児童数：500人

予算額：４０，１３６千円 タイショウ シミンゼイ キントウワリ カゼイ セタイ キュウフガク ジドウ ニン マンエン ジドウスウ ニン チ エン				補正内容：学年により、１食当たり４５円～６０円相当の賄材料費を補正

予算額：２１７，１２７千円 ホセイナイヨウ ガクネン ショク ア エン エン ソウトウ マカナイザイリョウヒ ホセイ セン エン		作成部数：50,000部

配架場所：公共施設、医療関係機関、商業施設等

予算額：８，９１０千円 サクセイブスウ ブ ハイカ バショ コウキョウシセツ イリョウ カンケイ キカン ショウギョウ シセツ トウ セン エン

		過去に実施なし カコ ジッシ		令和3年度　実施 レイワ ネンド ジッシ				過去に実施なし カコ ジッシ		過去に実施なし カコ ジッシ





副市長ヒア_使うやつ

		令和４年度補正予算　一般会計（専決処分） レイワ ネンド ホセイヨサン イッパンカイケイ センケツショブン

		　１．歳出 サイシュツ																						（単位：千円）

		NO		款								事業名称		補正額 ホセイガク		左の財源内訳 ヒダリ ザイゲンウチワケ								補正理由

								所属名称		事業番号						国県 クニケン		市債 シサイ		その他 タ		一般財源 イッパンザイゲン

		1		民生費 ミンセイヒ		4830800		子ども政策課・子どもの未来応援担当室　　　　　　　　　　　　		6458		非課税世帯等臨時特別給付金事業 ヒカゼイセタイ トウ リンジトクベツ キュウフキン ジギョウ		691,498		691,498		0		0		0		国の「コロナ禍における原油価格・物価高騰等総合緊急対策」により、今年度市民税非課税になった世帯に対し、1世帯当たり10万円を支給する
※令和3年度に給付を受けている世帯は除く

●6,500世帯を想定
●補助金650,000千円
●事務費41,498千円 クニ カ コンネンド シミンゼイヒカゼイ セタイ タイ セタイア マンエン シキュウ レイワ ネンド キュウフ ウ セタイ ノゾ セタイ ソウテイ ホジョキン チ エン ジムヒ センエン

		2				4831000		子育て支援課　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　		6622		子育て世帯生活支援特別給付金事業 コソダ セタイ セイカツ シエン トクベツ キュウフキン ジギョウ		695,046		695,046		0		0		0		国の「コロナ禍における原油価格・物価高騰等総合緊急対策」により、低所得の子育て世帯に対し、プッシュ型で児童1人当たり5万円を支給する
※対象①低所得のひとり親世帯②ひとり親世帯以外の市民税非課税世帯。家計急変世帯を含む

●11,633人を想定
●補助金581,650千円
●事務費113,396千円 テイショトク コソダ セタイ タイ ジドウ ニン ア タイショウ テイショトク オヤ セタイ オヤ セタイ イガイ シミンゼイ ヒカゼイ セタイ カケイ キュウヘンセタイ フク ニン ソウテイ センエン

		合計 ゴウケイ												1,386,544		1,386,544		0		0		0



		　２．歳入 サイニュウ												（単位：千円）

		事業名称												補正額 ホセイガク

		1		国)非課税世帯等臨時特別給付金事業費事務費補助金 ヒカゼイセタイトウ リンジトクベツ キュウフ キン ジギョウヒ ジムヒ ホジョキン										691,498

		2		国)子育て世帯生活支援特別給付金事業費事務費補助金 コソダ セタイ セイカツシエン トクベツキュウフキン ジギョウヒ ジムヒ ホジョキン										695,046

		合計 ゴウケイ												1,386,544

		令和４年度６月補正予算　一般会計 レイワ ネンド ガツホセイヨサン イッパンカイケイ

		　１．歳出 サイシュツ																						（単位：千円）

		NO		款								事業名称		補正額 ホセイガク		左の財源内訳 ヒダリ ザイゲンウチワケ								補正理由

								所属名称		事業番号						国県 クニケン		市債 シサイ		その他 タ		一般財源 イッパンザイゲン

		1		総務費 ソウムヒ		3923000		市民安全課　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　		2140		ユーカリ交通公園管理運営事業		377		0		0		0		377		県条例の改正により、7月1日から自転車にかかる損害保険の義務化。自転車70台分についても該当するため保険に加入する ケンジョウレイ ガツ ニチ ガイトウ カニュウ

		2										ウクライナ人道支援事業		1,700		0		0		1,700		0		寄附金（10,000千円）を活用し、生活支援金の支給や支援のために通訳者派遣やポケトークなどを購入する　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 キフキン カツヨウ キン シキュウ ツウヤクシャ ハケン コウニュウ

		3				3931600		国際推進課　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　		2452		ウクライナ人道支援基金積立金		8,300		0		0		8,300		0		寄附金を活用し、長期的に避難民を支援するためウクライナ人道支援基金に積み立てる　基金残高：8,300千円 キフ キン カツヨウ チョウキテキ ヒナンミン シエン ツ タ キキンザンダカ センエン

		4		民生費 ミンセイヒ		4830800		子ども政策課・子どもの未来応援担当室　　　　　　　　　　　　		6458		子どもの未来応援基金積立金		60,000		0		0		60,000		0		寄附金を活用し、子どもの未来応援基金に積み立てる。寄附者の意向により子どもの貧困対策に活用予定　基金残高：60,000千円 キフキン カツヨウ コ キフシャ イコウ コ ヒンコン タイサク カツヨウ ヨテイ キキンザンダカ センエン

		5				4831000		子育て支援課　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　		6622		ひとり親家庭支援事業 シエンジギョウ		▲ 1,082		▲ 1,037		0		113		▲ 158		教育訓練給付金、及び、高等学校卒業程度認定試験合格支援において国の制度設計が変更されたため、国制度と同様の内容に変更する キョウイククンレン キュウフキン オヨ クニ セイド セッケイ ヘンコウ クニセイド ドウヨウ ナイヨウ ヘンコウ

		6		衛生費 エイセイヒ		3941000		環境政策課　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　		10586		エネルギー対策事業		▲ 11,410		▲ 11,410		0		0		0		県補助要綱の改正により、補助対象設備等が変更されたため、県制度と同様の内容に変更する　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    ホジョ ヨウコウ カイセイ ヘンコウ ケンセイド ドウヨウ ナイヨウ ヘンコウ

		7				3942000		環境保全課　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　		10590		大気汚染対策事業 タイサクジギョウ		2,959		0		0		0		2,959		過去の調査により基準（0.1％）を超えていないものとみなしていた施設において、再度アスベスト分析を実施する（28施設分） キジュン コ シセツ ブン

		8										清掃施設整備事業 セイソウシセツ セイビジギョウ		80		0		0		0		80		クリーンセンター建設用地において、環境影響評価・基本計画等を委託にて実施するにあたり、公募型プロポーザルで委託事業者を選定する（委員会3回開催予定）

スケジュール：R4～8環境影響評価・基本計画等（債務負担行為）、R8～15解体・建設工事、R16稼働 ケンセツ カンキョウ エイキョウ ヒョウカ キホン ケイカク トウ イタク ジッシ コウボ ガタ イタクジギョウシャ センテイ カイ カイサイ ヨテイ トウ サイムフタンコウイ カイタイ ケンセツコウジ カドウ

		9		土木費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　		5032000		道路建設課　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　		15883		３・４・１７号線街路整備業務（五香西）		13,759		0		0		13,759		0		冠水情報板の移設に伴い工事費・負担金が増加する フタンキン

		10		教育費 キョウイクヒ		7324200		学校施設課　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　		19400		中学校施設維持管理事業　校舎等改修業務		383		0		0		0		383		過去の調査により基準（0.1％）を超えていないものとみなしていた施設において、再度アスベスト分析を実施する（中学校５校） チュウガッコウ

		11				7324200		学校施設課　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　		19960		高校施設維持管理事業　校舎等改修業務		132		0		0		0		132

		12				7324500		学校財務課・学校給食担当室　　　　　　　　　　　　　　　　　		22230		小学校給食管理運営事業　給食備品等管理業務		168,539		0		0		12,891		155,648		食材料費の価格高騰に伴い、相当分を地方創生臨時交付金を活用し当面の間、市が負担する カカクコウトウ トモナ ソウトウブン チホウソウセイリンジコウフキン カツヨウ トウメン アイダ シ フタン

		13				7324500		学校財務課・学校給食担当室　　　　　　　　　　　　　　　　　		22310		中学校給食管理運営事業　給食備品等管理業務		66,008		0		0		4,529		61,479

		合計 ゴウケイ												309,745		▲ 12,447		0		101,292		220,900		　





		　２．歳入 サイニュウ																						（単位：千円）

		事業名称												補正額 ホセイガク		補正理由 ホセイ リユウ

		1		国)新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 シンガタ カンセンショウ タイオウ チホウ ソウセイリンジコウフキン										217,127		4月28日に国より示された「コロナ禍における原油価格・物価高騰対応分」交付限度額1,209,237千円のうち、小中学校給食費の賄材料費増額分に対し活用する分を予算化 ガツ ニチ クニ シメ カ ゲンユカカク ブッカコウトウ タイオウ ブン コウフゲンドガク チ エン ショウチュウガッコウ キュウショクヒ マカナイザイリョウヒ ゾウガクブン タイ カツヨウ ブン ヨサン カ

		2		国)母子家庭等対策総合支援事業費補助金										▲ 1,037		国の制度変更による減額 クニ セイドヘンコウ ゲンガク

		3		県)住宅用省エネルギー設備等導入促進事業補助金										▲ 11,410		県の制度変更による減額 ケン セイド ヘンコウ ゲンガク

		4		寄附）ウクライナ人道支援寄附金										10,000		匿名の法人からの指定寄附 トクメイ ホウジン シテイ キフ

		5		寄附）児童福祉費寄附金										60,000		匿名の法人からの指定寄附 トクメイ ホウジン シテイ キフ

		6		繰入）松本清児童福祉基金繰入金										113		ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援において、補助金以外の部分に基金繰入金を充当 ホジョキン イガイ ブブン キキンクリイレキン ジュウトウ

		7		諸）雑）街路事業費工事負担金										13,759		３・４・１７号線街路整備にかかる、千葉県からの工事負担金 チバケン コウジフタンキン

		8		諸）雑)教職員等給食費負担金収入										17,420		小中学校の給食費値上げの教職員負担分 ショウチュウガッコウ キュウショクヒ ネア キョウショクイン フタンブン

		9		繰入）財政調整基金繰入金 クリイレ ザイセイチョウセイキキン クリイレキン										3,773		当初予算時基金残高：12,693,701千円　6月補正後基金残高：12,689,928千円 トウショ ヨサン ジ キキン ザンダカ センエン ガツホセイゴ キキン ザンダカ チ エン

		合計 ゴウケイ												309,745



		　３．債務負担行為　　新規：新焼却施設環境影響評価等業務委託　　期間：令和４年度～令和８年度　　限度額：239,668千円 サイムフタンコウイ シンキ シンショウキャクシセツ キカン ゲンドガク				　		　		　



		令和４年度６月補正予算　病院事業会計 レイワ ネンド ガツホセイヨサン ビョウイン ジギョウ カイケイ

		　１．資本的収入および支出（市立総合医療センター） シホンテキ シュウニュウ シシュツ シリツ ソウゴウ イリョウ																		（単位：千円）

														補正前の額 ホセイマエ ガク		補正額 ホセイガク		計 ケイ

												資本的収入 シホンテキ シュウニュウ		1,404,972		0		1,404,972				※資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額は、損益勘定留保資金で補てん シホンテキシュウニュウガク シホンテキシシュツガク タイ フソク ガク ソンエキカンジョウリュウホシキン ホ

												資本的支出 シホンテキ シシュツ		1,984,891		46,550		2,031,441



		　２．継続費　　新規：市立総合医療センター別棟建設設計事業 ケイゾクヒ シンキ

				総額: ソウガク								122,827千円 センエン

				年割額: ネンワリガク								令和４年度　46,550千円 レイワ ネンド センエン		（内容）基本計画・基本設計業務委託 ナイヨウ キホンケイカク キホンセッケイ ギョウム イタク

												令和５年度　76,277千円 レイワ ネンド センエン		（内容）実施設計業務委託 ナイヨウ ジッシセッケイギョウム イタク





交付金協議中項目

		新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金　活用検討資料 カツヨウ ケントウシリョウ

						（単位：千円） タンイ センエン

		コロナ禍における原油価格・物価高騰対応分
交付限度額内示額 カ ゲンユカカク ブッカコウトウ タイオウブン コウフ ゲンドガク ナイジガク				1,209,237

				　うち６月補正予算化分 ガツホセイ ヨサン カ ブン		856,617

				　うち予算化していない額 ヨサンカ ガク		352,620

		【検討中の事業】 ケントウチュウ ジギョウ

		①低所得者への支援 テイショトクシャ シエン						②高齢者への支援 コウレイシャ シエン

		非課税世帯等臨時特別給付金の

対象外世帯に給付 ヒカゼイ セタイ トウ リンジ トクベツ キュウフキン タイショウガイセタイ キュウフ		子育て世帯生活支援特別給付金の

対象外世帯に給付 コソダ セタイ セイカツ シエン トクベツ キュウフキン タイショウガイセタイ キュウフ				フレイル予防の推進

高齢者向け元気応援
ガイドブック（情報誌）の発行 ヨボウ スイシン ハッコウ

		対象：市民税均等割のみ課税世帯

給付額：1世帯10万円

世帯数：6,000世帯

予算額：５８９，３５４千円 タイショウ シミンゼイ キントウワリ カゼイセタイ キュウフガク セタイ マンエン セタイスウ セタイ セン エン		対象：市民税均等割のみ課税世帯

給付額：児童1人5万円

児童数：500人

予算額：４０，１３６千円 タイショウ シミンゼイ キントウワリ カゼイ セタイ キュウフガク ジドウ ニン マンエン ジドウスウ ニン チ エン				作成部数：50,000部

配架場所：各支所・市民センター、各地区高齢者いきいき安心センター、駅、医療関係機関、商業施設等

予算額：10,000千円 サクセイブスウ ブ ハイカ バショ カク シショ シミン カクチク コウレイシャ アンシン エキ イリョウ カンケイ キカン ショウギョウ シセツ トウ セン エン

		実施なし ジッシ		令和3年度　実施 レイワ ネンド ジッシ				実施なし ジッシ





市長ヒア_元原稿

		令和４年度６月補正予算　一般会計 レイワ ネンド ガツホセイヨサン イッパンカイケイ

		【歳出】 サイシュツ																						（単位：千円）

		NO		款								事業名称		補正額 ホセイガク		左の財源内訳 ヒダリ ザイゲンウチワケ								補正理由

								所属名称		事業番号				予算要求額		国県 クニケン		市債 シサイ		その他 タ		一般財源 イッパンザイゲン

		1		総務費 ソウムヒ		3923000		市民安全課　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　		2140		ユーカリ交通公園管理運営事業		377		0		0		0		377		「千葉県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」改正により、7月1日から自転車損害賠償保険への加入が義務化。自転車貸付事業者に該当するため自転車損害賠償保険に加入する　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ガツ ニチ ジテンシャカシツケ ジギョウシャ ガイトウ カニュウ

		2				3931600		国際推進課　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　		2451		ウクライナ人道支援基金積立金		8,400		0		0		8,400		0		寄附金を活用し、長期的に避難民を支援するためウクライナ人道支援基金積立金に積み立てる　基金残高：8,400千円 キフ キン カツヨウ チョウキテキ ヒナンミン シエン ツ タ キキンザンダカ センエン

		3				3931600		国際推進課　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　		2452		ウクライナ人道支援事業		1,600		0		0		1,600		0		寄附金を活用し、生活支援金の支給や支援のために必要な物品を購入する　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 キフキン カツヨウ キン シキュウ コウニュウ

		4				4831100		子育て支援課・児童給付担当室　　　　　　　　　　　　　　　　		2570		還付及び返還金		203,864		0		0		0		203,864		R3年度子育て世帯臨時特別給付金給付事業について、実績報告に伴い国庫補助金を返還する。9月頃国に返還予定 コッコ ホジョキン ヘンカン ガツ ゴロ クニ ヘンカン ヨテイ

		5		民生費 ミンセイヒ		4830800		子ども政策課・子どもの未来応援担当室　　　　　　　　　　　　		6458		子どもの未来応援基金積立金		60,000		0		0		60,000		0		寄附金を活用し、子どもの未来応援基金に積み立てる。寄附者の意向により子ども食堂の支援等に活用予定　基金残高：60,000千円 キフキン カツヨウ コ キフシャ イコウ コ ショクドウ シエン トウ カツヨウ ヨテイ キキンザンダカ センエン

		6				4831000		子育て支援課　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　		6622		ひとり親家庭就労促進業務		▲ 632		▲ 474		0		0		▲ 158		教育訓練給付金、及び、ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援において国の制度設計が変更されたため、国制度と同様の内容に変更する キョウイククンレン キュウフキン オヨ クニ セイド セッケイ ヘンコウ クニセイド ドウヨウ ナイヨウ ヘンコウ

		7				4831000		子育て支援課　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　		6638		ひとり親家庭学習支援業務		▲ 450		▲ 563		0		113		0

		8		衛生費 エイセイヒ		3941000		環境政策課　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　		10586		エネルギー対策事業　家庭対策業務		▲ 13,610		▲ 13,610		0		0		0		千葉県住宅用省エネルギー設備等導入促進事業補助金における補助対象設備等が変更されたため、県制度と同様の内容に変更する　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    ヘンコウ ケンセイド ドウヨウ ナイヨウ ヘンコウ

		9				3941000		環境政策課　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　		10588		エネルギー対策事業　運輸対策業務		2,200		2,200		0		0		0

		10				3942000		環境保全課　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　		10590		大気汚染監視業務		2,959		0		0		0		2,959		現在、0.1％を超える場合はアスベスト対策が必要とされているが、H17年度調査において1％未満であったものは、H18年度厚労省局長通達により、再調査することなく0.1％未満とみなすことができるとされている。この通達を適用していた施設から、今回0.1％を超えるアスベストが検出されたため、過去の調査で0.1%以下とみなしていた他の施設においても同様の事案が起こることは否定できないと判断し、再度アスベスト分析を実施する（教育施設以外28施設） ゲンザイ コ バアイ タイサク ヒツヨウ ネンド チョウサ ミマン ネン ド コウロウショウ キョクチョウ ツウタツ サイチョウサ ミマン テキヨウ シセツ コンカイ コ キョウイクシセツ イガイ シセツ

		11				3942900		廃棄物対策課・清掃施設担当室　　　　　　　　　　　　　　　　		11828		新焼却施設整備業務		3		0		0		0		3		高柳クリーンセンター用地を新たな焼却施設建設候補地とし、環境影響評価・基本計画・PFI等導入可能性調査等を委託にて実施するにあたり、公募型プロポーザルで委託事業者を選定するため
委員会3回開催予定：食糧費2千円、通信費1千円、報酬77千円
スケジュール：R4～8　環境影響評価・基本計画等（債務負担行為）、R9～15　設計・解体・建設工事（継続費）、R16　稼働 タカヤナギ ヨウチ アラ ショウキャクシセツ ケンセツ コウホチ カンキョウ エイキョウ ヒョウカ キホン ケイカク ナド ドウニュウ カノウ セイ チョウサ トウ イタク ジッシ コウボ ガタ イタクジギョウシャ センテイ カイ カイサイ ヨテイ センエン ツウシンヒ センエン ホウシュウ センエン トウ サイムフタンコウイ セッケイ カイタイ ケンセツコウジ ケイゾクヒ カドウ

		12				3942900		廃棄物対策課・清掃施設担当室　　　　　　　　　　　　　　　　		11829		環境影響評価等業務委託プロポーザル
選考委員会委員報酬		77		0		0		0		77

		13		土木費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　		5032000		道路建設課　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　		15883		中）３・４・１７号線街路整備業務（五香西）		13,759		0		0		13,759		0		冠水情報板の移設に伴い工事費・負担金が増加したため フタンキン

		14		教育費 キョウイクヒ		7324200		学校施設課　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　		18900		小学校施設維持管理事業　校舎等改修業務		203		0		0		0		203		現在、0.1％を超える場合はアスベスト対策が必要とされているが、平成17年度調査において1％未満であったものは、平成18年度厚労省局長通達により、再調査することなく0.1％未満とみなすことができるとされている。この通達を適用していた施設から、今回0.1％を超えるアスベストが検出されたため、過去の調査で0.1%以下とみなしていた他の施設においても同様の事案が起こることは否定できないと判断し、再度アスベスト分析を実施する

		15				7324200		学校施設課　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　		19400		中学校施設維持管理事業　校舎等改修業務		383		0		0		0		383

		16				7324200		学校施設課　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　		19960		高校施設維持管理事業　校舎等改修業務		132		0		0		0		132

		17				7324500		学校財務課・学校給食担当室　　　　　　　　　　　　　　　　　		22230		小学校給食管理運営事業　給食備品等管理業務		248,612		0		0		129,677		118,935		物価高騰等を背景に食材料費が値上がりしているため、値上がり分の費用を要求するもの。それに伴い給食費を上げることになるが、コロナ禍において保護者の負担とならないよう、今年度中は市から補助する。学年により1食30～50円値上げ予定
※新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金　対象事業 ネア コンネンドチュウ ホジョ ガクネン ショク エン ネア ヨテイ シンガタ チホウソウセイ リンジコウフキン タイショウジギョウ

		18				7324500		学校財務課・学校給食担当室　　　　　　　　　　　　　　　　　		22310		中学校給食管理運営事業　給食備品等管理業務		99,990		0		0		51,771		48,219

		合計 ゴウケイ												627,867		▲ 12,447		0		265,320		374,994		　

		※新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金：当初予算において526,185千円は全額予算計上している。国より、今後ついては、9月頃に交付決定があるとスケジュールが示されている クニ



		【歳入】 サイニュウ																						（単位：千円）

		事業名称												補正額 ホセイガク		補正理由 ホセイ リユウ

		1		国)補)民)母子家庭等対策総合支援事業費補助金										▲ 1,037		国の制度変更による減額 クニ セイドヘンコウ ゲンガク

		2		県)補)衛)住宅用省エネルギー設備等導入促進事業補助金										▲ 11,410		県の制度変更による減額 ケン セイド ヘンコウ ゲンガク

		3		寄附）総)ウクライナ人道支援寄附金										10,000		匿名の法人からの指定寄附 トクメイ ホウジン シテイ キフ

		4		寄附）民)児童福祉費寄附金										60,000		匿名の法人からの指定寄附 トクメイ ホウジン シテイ キフ

		5		繰入）松本清児童福祉基金繰入金										113		ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援において、補助金以外の部分は基金繰入金を充当する ホジョキン イガイ ブブン キキンクリイレキン ジュウトウ

		6		諸）雑）街路事業費工事負担金										13,759		３・４・１７号線街路整備にかかる、千葉県からの工事負担金 チバケン コウジフタンキン

		7		諸）雑)教職員等給食費負担金収入										14,294		小中学校の給食費値上げ分 ショウチュウガッコウ キュウショクヒ ネア ブン

		8		諸）雑）児童生徒給食費負担金収入										167,154

		9		繰入）財政調整基金繰入金 クリイレ ザイセイチョウセイキキン クリイレキン										374,994		当初予算時基金残高：12,693,701千円　6月補正後基金残高：12,318,707千円 トウショ ヨサン ジ キキン ザンダカ センエン ガツホセイゴ キキン ザンダカ センエン

		合計 ゴウケイ												627,867



		【債務負担行為】　　（新規）環境影響評価等業務委託　（期間）令和４年度～令和８年度　（限度額）239,668千円 サイムフタンコウイ シンキ キカン ゲンドガク				　		　		　





原本_歳出

		款		款名称		所属		所属名称		事業番号		事業番号名称		予算前額		予算要求額		充当前額		充当要求額		補正理由		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　

		2		総務費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　		2912000		財産活用課　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　		1330		大）車両管理事業　中）車両維持管理業務　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　		58689		1873		370		0		道路交通法施行規則の改正に伴うアルコール検知器を用いた酒気帯び確認の義務化。
車両を使用・管理している所属に各1台の検知器を調達する。
本庁舎58台・出先機関35台・消防16台・その他配車室等6台＝計115台
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　              		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　

		2		総務費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　		3923000		市民安全課　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　		2140		大）ユーカリ交通公園管理運営事業　中）施設維持管理業務　　　　　　　　　　　　　		19547		377		0		0		「千葉県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」の改正により、自転車利用者の自転車損害賠償保険等への加入が義務化され、ユーカリ交通公園においては条例上の「自転車貸付業者」に該当することから、貸出自転車の利用に係る自転車損害賠償保険等への加入が義務となり、同条例は令和４年７月１日から施行開始される。
このことから早急に保険加入する必要があるため、当該事業に係る予算を要求する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　

		2		総務費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　		3931600		国際推進課　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　		2451		大）ウクライナ人道支援基金積立金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　		0		8400		0		8400		ウクライナ本国及びウクライナから松戸市に避難している者を長期的に支援するため。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　

		2		総務費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　		3931600		国際推進課　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　		2452		大）ウクライナ人道支援事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　		0		1600		0		1600		市内ウクライナ避難民への生活支援、支援のために必要な物品の購入費用が必要なため。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　

		2		総務費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　		4831100		子育て支援課・児童給付担当室　　　　　　　　　　　　　　　　		2570		大）還付及び返還金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　		0		203864		0		0		令和３年度子育て世帯臨時特別給付金給付事業（事業費・事務費とも）について、実績報告に伴い、返還が生じるため予算要求するものです。

【スケジュール】※4/20時点でのもの
令和４年８月頃　　確定
令和４年９月上旬　返還期限　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　        		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　

		3		民生費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　		4823000		国保年金課　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　		4240		大）国民健康保険特別会計繰出金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　		3405785		698		1445576		0		新型コロナウイルス感染症に関わる令和４年度国民健康保険料の減免に要する費用を繰り入れるため。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　

		3		民生費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　		4830800		子ども政策課・子どもの未来応援担当室　　　　　　　　　　　　		6458		大） 子どもの未来応援基金積立金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 		0		60000		0		60000		松戸市子どもの未来応援基金を積み立てるため。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　

		3		民生費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　		4831000		子育て支援課　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　		6622		大）ひとり親家庭支援事業　中）ひとり親家庭就労促進業務　　　　　　　　　　　　　		1580		-632		1185		-474		国のR4年度概算要求時と当初予算時で事業の制度設計が変更されたが、本市でも同様の支援を実施するため、その差額を補正するもの。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　

		3		民生費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　		4831000		子育て支援課　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　		6638		大）ひとり親家庭支援事業　中）ひとり親家庭学習支援業務　　　　　　　　　　　　　		63482		-450		45180		-450		●ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援
　国のR4年度概算要求時と当初予算時で事業の制度設計が変更されたが、本市でも同様の支援を実施するため、その差額を補正するもの。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　

		4		衛生費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　		3941000		環境政策課　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　		10586		大）エネルギー対策事業　中）家庭対策業務　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　		31693		-13610		25830		-13610		千葉県住宅用省エネルギー設備等導入促進事業補助金(令和4年度より千葉県住宅用設備等脱炭素化推進事業補助金に改称)における補助対象設備等の変更及び補助金内示額が示されたため。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　

		4		衛生費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　		3941000		環境政策課　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　		10588		大）エネルギー対策事業　中）運輸対策業務　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　		1559		2200		0		2200		千葉県住宅用省エネルギー設備等導入促進事業補助金(令和4年度より千葉県住宅用設備等脱炭素化推進事業補助金に改称)における補助対象設備等の変更及び補助金内示額が示されたため。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　

		4		衛生費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　		3942000		環境保全課　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　		10590		大）大気汚染対策事業　中）大気汚染監視業務　　　　　　　　　　　　　　　　　　　		31357		2959		0		0		　令和3年度に相模台小学校のトイレ改修工事に伴い、アスベストの有無の事前調査をした結果、過去の調査で0.1%以下とみなしていた箇所から0.1%を超えるアスベスト(クリソタイル)が検出された。同事案を踏まえ、松戸市アスベスト対策連絡会議において、過去の調査で0.1%以下とみなしていた他の施設においても同様の事案が起こることは否定できず安全性が確保できないことから、再度アスベスト分析を実施することが決定した。
　分析が必要な38施設59箇所のうち、施設及び会計の区分により、当課では28施設44箇所の分析を実施するため補正する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                        		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　

		4		衛生費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　		3942900		廃棄物対策課・清掃施設担当室　　　　　　　　　　　　　　　　		11828		大）清掃施設整備事業　中）新焼却施設整備業務　　　　　　　　　　　　　　　　　　		0		3		0		0		千葉県が、令和３年３月に「第10次千葉県廃棄物処理計画」を策定し、本市を含む近隣市をごみ処理の広域化・施設の集約化の検討対象と示したことを受け、近隣市と協議を行った。その結果、各市ともごみ処理の広域的な課題について認識しているものの、個別の課題を有しており、その課題の解決に時間を要することを確認できた。
このことから、和名ケ谷クリーンセンターの稼働停止を見据え、クリーンセンター用地を建設候補地とし、可能な限り早く新焼却施設の整備を進めていく必要があるため、要求するもの。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　

		4		衛生費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　		3942900		廃棄物対策課・清掃施設担当室　　　　　　　　　　　　　　　　		11829		大）清掃施設整備事業　中）環境影響評価等業務委託プロポーザル選考委員会委員報酬　		0		77		0		0		千葉県が、令和３年３月に「第10次千葉県廃棄物処理計画」を策定し、本市を含む近隣市をごみ処理の広域化・施設の集約化の検討対象と示したことを受け、近隣市と協議を行った。その結果、各市ともごみ処理の広域的な課題について認識しているものの、個別の課題を有しており、その課題の解決に時間を要することを確認できた。
このことから、和名ケ谷クリーンセンターの稼働停止を見据え、クリーンセンター用地を建設候補地とし、可能な限り早く新焼却施設の整備を進めていく必要があるため、要求するもの。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　

		8		土木費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　		5032000		道路建設課　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　		15883		大）都市計画道路新設整備事業　中）３・４・１７号線街路整備業務（五香西）　　　　		38282		13759		127606		13759		・工事請負費
　冠水情報板の移設に伴い工事費が増加したため、不足分を要求するものです。
・負担金
　工事請負費の増額に伴い、負担金も併せて増額するものです。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　

		10		教育費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　		7324200		学校施設課　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　		18900		大）小学校施設維持管理事業　中）校舎等改修業務　　　　　　　　　　　　　　　　　		308068		203		95000		0		　令和3年度に相模台小学校のトイレ改修工事に伴い、アスベストの有無の事前調査をした結果、過去の調査で0.1%以下とみなしていた箇所から0.1%を超えるアスベスト(クリソタイル)が検出された。同時案を踏まえ、松戸市アスベスト対策連絡会議において、過去の調査で0.1%以下とみなしていた他の施設においても同様の事案が起こることは否定できないことから、再度アスベスト分析を実施する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　               		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　

		10		教育費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　		7324200		学校施設課　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　		19400		大）中学校施設維持管理事業　中）校舎等改修業務　　　　　　　　　　　　　　　　　		114480		383		41500		0		　令和3年度に相模台小学校のトイレ改修工事に伴い、アスベストの有無の事前調査をした結果、過去の調査で0.1%以下とみなしていた箇所から0.1%を超えるアスベスト(クリソタイル)が検出された。同時案を踏まえ、松戸市アスベスト対策連絡会議において、過去の調査で0.1%以下とみなしていた他の施設においても同様の事案が起こることは否定できないことから、再度アスベスト分析を実施する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　               		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　

		10		教育費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　		7324200		学校施設課　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　		19960		大）高校施設維持管理事業　中）校舎等改修業務　　　　　　　　　　　　　　　　　　		6952		132		0		0		　令和3年度に相模台小学校のトイレ改修工事に伴い、アスベストの有無の事前調査をした結果、過去の調査で0.1%以下とみなしていた箇所から0.1%を超えるアスベスト(クリソタイル)が検出された。同時案を踏まえ、松戸市アスベスト対策連絡会議において、過去の調査で0.1%以下とみなしていた他の施設においても同様の事案が起こることは否定できないことから、再度アスベスト分析を実施する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　               		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　

		10		教育費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　		7324500		学校財務課・学校給食担当室　　　　　　　　　　　　　　　　　		22230		大）小学校給食管理運営事業　中）給食備品等管理業務　　　　　　　　　　　　　　　		1350723		248612		1245194		129677		新型コロナウイルス感染症の感染拡大等による物価高騰等を背景に食材料費値上げの動きが広がっている中で、食材料の値上がり分の費用を要求するもの。それに伴い給食費を上げることになるが、コロナ禍において費用が保護者の負担とならないよう、一時的に市補助金を要求する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　

		10		教育費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　		7324500		学校財務課・学校給食担当室　　　　　　　　　　　　　　　　　		22310		大）中学校給食管理運営事業　中）給食備品等管理業務　　　　　　　　　　　　　　　		750753		99990		704193		51771		新型コロナウイルス感染症の感染拡大等による物価高騰等を背景に食材料費値上げの動きが広がっている中で、食材料の値上がり分の費用を要求するもの。それに伴い給食費を上げることになるが、コロナ禍において費用が保護者の負担とならないよう、一時的に市補助金を要求する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　

		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　

		1		総務費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　		4823000		国保年金課　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　		32240		国保）総）賦徴）　大）保険料賦課徴収事業　中）賦課徴収関係業務　　　　　　　　　		55350		698		55350		698		厚生労働省から示された新型コロナウイルス感染症に関わる国民健康保険料の減免を行うため。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　
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		2022		2		1		3931600		1		19		1		2		1		8		0		６月補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　		＊＊＊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　		国際推進課　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　		一般会計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　		寄附金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　		寄附金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　		総務費寄附金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　		総務管理費寄附金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　		ウクライナ人道支援寄附金　　　　　　　　　　　　　　　　　　		　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　		0		0		10000		10000		0		10000		10000		7		寄付金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　		ウクライナ本国及びウクライナから松戸市に避難している者を長期的に支援するため、ウクライナ人道支援基金に積立を行う。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　		ウクライナ本国及びウクライナから松戸市に避難している者を長期的に支援するため。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　		2		臨時　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　		5340		寄附）　総)　ウクライナ人道支援寄附金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

		2022		2		1		3941000		1		17		2		3		3		1		0		６月補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　		＊＊＊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　		環境政策課　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　		一般会計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　		県支出金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　		県補助金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　		衛生費県補助金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　		公害対策費補助金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　		住宅用省エネルギー設備等導入促進事業補助金　　　　　　　　　		　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　		0		25830		-11410		-11410		25830		-11410		-11410		2		県支出金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　		千葉県住宅用省エネルギー設備等導入促進事業補助金からの受入。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　		千葉県住宅用省エネルギー設備等導入促進事業補助金(令和4年度より千葉県住宅用設備等脱炭素化推進事業補助金に改称)における補助対象設備等の変更及び補助金内示額が示されたため。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   		1		経常　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　		4522		県)　補)　衛)　住宅用省エネルギー設備等導入促進事業補助金　　　　　　　　　　   

		2022		2		1		4823000		2		7		1		1		4		1		0		６月補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　		＊＊＊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　		国保年金課　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　		国民健康保険特別会計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　		繰入金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　		他会計繰入金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　		一般会計繰入金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　		職員給与費等繰入金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　		職員給与費等繰入金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　		　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　		0		684802		698		698		684802		698		698		9		繰入金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　		国民健康保険事業事務費に対する、一般会計からの法定内繰入金。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　		新型コロナウイルス感染症に関わる令和４年度国民健康保険料の減免に要する費用を繰り入れるため。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　		1		経常　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　		21340		繰入）一般)　職員給与費等繰入金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

		2022		2		1		4830800		1		19		1		10		1		1		12		６月補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　		＊＊＊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　		子ども政策課・子どもの未来応援担当室　　　　　　　　　　　　		一般会計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　		寄附金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　		寄附金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　		民生費寄附金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　		児童福祉費寄附金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　		児童福祉費寄附金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　		子ども政策課・子どもの未来応援担当室　　　　　　　　　　　　		0		0		60000		60000		0		60000		60000		7		寄付金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　		寄附金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　		松戸市子どもの未来応援基金の創設　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　		2		臨時　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　		5243		寄附）　民)　児童福祉費寄附金　子ども政策課・子どもの未来応援担当室　　　　　　 

		2022		2		1		4831000		1		16		2		2		3		4		0		６月補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　		＊＊＊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　		子育て支援課　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　		一般会計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　		国庫支出金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　		国庫補助金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　		民生費国庫補助金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　		児童福祉費補助金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　		母子家庭等対策総合支援事業費補助金　　　　　　　　　　　　　		　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　		0		19513		-1037		-1037		19513		-1037		-1037		1		国庫支出金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　		松戸市ひとり親家庭等就労促進費用助成金の教育訓練給付金対象額の60％の3/4に対し、国庫補助金が支出される。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　      		国のR4年度概算要求時と当初予算時で事業の制度設計が変更され、本市でも同様の支援を実施するために、その差額を補正するため。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  		1		経常　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　		3098		国)　補)　民)　母子家庭等対策総合支援事業費補助金　　　　　　　　　　　　　　   

		2022		2		1		4831000		1		20		2		6		1		1		0		６月補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　		＊＊＊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　		子育て支援課　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　		一般会計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　		繰入金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　		基金繰入金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　		松本清児童福祉基金繰入金　　　　　　　　　　　　　　　　　　		松本清児童福祉基金繰入金　　　　　　　　　　　　　　　　　　		松本清児童福祉基金繰入金　　　　　　　　　　　　　　　　　　		　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　		0		0		113		113		0		113		113		9		繰入金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　		ひとり親等高等学校卒業程度認定試験合格支援給付金の歳出予算補正に伴う松本清児童福祉基金の繰り入れ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　		ひとり親等高等学校卒業程度認定試験合格支援給付金の歳出予算補正に伴う松本清児童福祉基金の繰り入れ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　		2		臨時　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　		5365		繰入）　松本清児童福祉基金繰入金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

		2022		2		1		5032000		1		22		6		6		26		1		1		６月補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　		＊＊＊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　		道路建設課　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　		一般会計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　		諸収入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　		雑入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　		雑入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　		街路事業費工事負担金収入　　　　　　　　　　　　　　　　　　		街路事業費工事負担金収入　　　　　　　　　　　　　　　　　　		道路建設課（現年分）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　		0		127606		13759		13759		127606		13759		13759		10		諸収入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　		　街路事業に伴う工事負担金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　		  工事請負費の増額に伴い、歳入も併せて増額するものです。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  		1		経常　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　		7333		諸）　雑） 街路事業費工事負担金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

		2022		2		1		7324500		1		22		6		6		6		3		0		６月補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　		＊＊＊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　		学校財務課・学校給食担当室　　　　　　　　　　　　　　　　　		一般会計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　		諸収入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　		雑入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　		雑入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　		職員給食費等負担金収入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　		教職員等給食費負担金収入　　　　　　　　　　　　　　　　　　		　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　		0		138032		14294		14294		138032		14294		14294		10		諸収入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　		教職員等給食費負担金収入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　		食材料費値上げに伴い、給食費等負担金収入の増額を要求するもの。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　		1		経常　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　		6063		諸）　雑)　教職員等給食費負担金収入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

		2022		2		1		7324500		1		22		6		6		7		3		0		６月補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　		＊＊＊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　		学校財務課・学校給食担当室　　　　　　　　　　　　　　　　　		一般会計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　		諸収入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　		雑入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　		雑入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　		利用者給食費負担金収入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　		児童生徒給食費負担金収入　　　　　　　　　　　　　　　　　　		　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　		0		1810065		167154		167154		1810065		167154		167154		10		諸収入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　		児童生徒給食費負担金収入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　		食材料費値上げに伴い、給食費等負担金収入の増額を要求するもの。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 		1		経常　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　		6081		諸）　雑）　児童生徒給食費負担金収入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　







予算に関すること ： 教育総務課　☎０４７－366－7455
教員の配置に関すること ： 学務課　☎047－366－7457
スタッフ制度、特別支援補助教員に関すること ： 学習指導課　☎047－366－7458

●補正理由
千葉県教育委員会の市立小中学校教職員未配置による教育活動の低下を防ぐため、
各学校の希望人員に対する不足数を会計年度任用職員を配置することで補填する。

●教員不足による現状
➊正規教員・講師の配置は、千葉県の管轄だが、未配置が発生している。また、令和４年

度は昨年度以上に未配置率が高く、各学校では対応に苦慮している。
❷育児休業・病気休暇等による代替講師の配置が見込めず、教員不足がさらに増加する
見込み。

❸特別支援学級の増設についても、教員不足で実施が困難な状況となっている。
●教員配置状況（定数内欠員）

２

令和４年度

正規教員不足人数 臨時的任用講師 未配置人数

４月１日 ▲２０７人 １６９人 ▲３８人

５月１日 ▲２１７人 １８０人 ▲３７人

６月１日 ▲２２６人 １７９人 ▲４７人



予算に関すること ： 教育総務課　☎０４７－366－7455
教員の配置に関すること ： 学務課　☎047－366－7457
スタッフ制度、特別支援補助教員に関すること ： 学習指導課　☎047－366－7458

●教員不足に対する市の取り組み
❶千葉県教育委員会・千葉県市長会等に教員未配置解消について改善要望を行う
❷小学校の担任不在学級は、教務主任や教頭が担任として授業を行っている
❸中学校では、同じ教科の教諭が未配置教員数の授業数を分担して授業を行っている

❹教員免許を持つ人を市の会計年度任用職員に配置し、千葉県費のサポートを行う

●予算額 ９，２０５万６千円（➊＋❷）
【内訳】 ➊特色ある学校づくりスタッフ ５５名

必要人員１３１名（市内全６５校×２名＋１名） － 既配置７６名＝不足５５名
（１，４７０円×5.75時間×１１８日＋２３０，００４円）×55人＝6,750万6,945円

❷特別支援補助教員 20名（不足分15名、増加見込分5名）
必要人員154名（学校希望人数）－既配置139名＝不足15名
（１，４７０円×5.75時間×１１８日＋２３０，００４円）×20人＝２,４５４万７,9８０円

３

まだ解消されない教員不足に対して❹を強化する
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