
【 令和４年６月定例会 提出 】

（単位：千円）

１．一般会計

財源内訳　

（１） コロナ禍における原油価格・物価高騰対応

①　［総務費］　生活困窮者自立支援金支給事業費

【 事業概要 】

【 経費概要 】

　・ 委託料 千円

　・ 交付金 千円

【 特定財源 】

　・ 国庫支出金 千円

②　［総務費］　学校給食運営費（賄材料費）

【 事業概要 】

【 経費概要 】

　・ 需用費 千円

【 特定財源 】

　・ 国庫支出金 千円

補 正 予 算 の 主 な 内 容

498,504

新型コロナウイルス感染症にかかわる緊急対策 6事業 350,933

国庫支出金（コロナ臨時交付金） 325,541

国庫支出金（その他） 25,392

一般財源 0

　国の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金「コロナ禍における原油価格・物価高騰対
応分」の創設に伴い、当該交付金を活用して各種事業を実施する。（以下の②③④に充当）

25,392

972

24,420

25,392

11,259

11,259

11,259

　感染症等の影響により給食食材の価格上昇が継続する中、学校給食の安定供給と保護者の急激な
負担増を抑制するため、国の臨時交付金を活用し、材料費高騰分を増額補正する。

　・７月以降の学校給食にかかる賄材料費の物価上昇相当分に臨時交付金を充当
　　　　小学校　延べ 438,235食　6,916千円
　　　　中学校　延べ 229,770食　4,343千円

　国の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を活用した支援金支給事業。
　感染症の長期化に伴い、失業等によって生活に困窮する世帯に対し支援金を支給する。
　令和４年６月末までとしていた申請期限が令和４年８月末まで延長されたことに伴い、所要経費を増
額補正する。

　・支給要件：
　　　①　緊急小口資金等の再貸付を終了した世帯、再貸付を不承認とされた世帯等
　　　②　収入が市民税均等割が非課税となる収入額の1/１２と生活保護の住宅扶助基準額の合計額
　　　　を超えないこと
　　　③　世帯の預貯金の合計額が収入額の6月分を超えないこと（ただし、100万円を超えないこと）
　　　④　月１回ハローワークで相談　月１回以上の求人先への応募や面談等の実施

　・支給世帯数：　想定　111世帯
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③　［総務費］　原油価格・物価高騰に伴う事業者支援

【 事業概要 】

［１］　公共交通事業者支援 千円

［２］　公衆浴場支援 千円

給付額

［３］　運輸関連事業者支援 千円

基本額

［４］　生活衛生関連事業者支援 千円

給付額

［５］　小規模事業者支援 千円

給付額

243,002

27,250

一般乗合
(バス)

一般乗用
(法人タクシー)

一般乗用
(個人タクシー)

事業者数 1社 7社 10名
基本額 500万円 50万円 10万円

台数加算 10万円/台 5万円/台

1,600

建物面積（普通浴場部分） 500㎡超 500㎡以下
施設数 2施設 3施設

基本額 50万円 20万円

23,023

中小企業 小規模企業者 個人事業主
事業者数 20社 22社 3社

30万円 10万円 5万円

37,019

中小企業 小規模企業者
事業者数 19社 310社

基本額 30万円 10万円

154,110

小規模事業者
事業者数 約3,000社

基本額 5万円

　原油価格や物価高騰に直面する事業者の負担軽減を図るため、給付金を支給する。
　（※［１］～［５］の各支援の重複申請は不可）

　・対象事業者：　市内に事業所を有し、道路運送法の一般乗合又は一般乗用の許可を受けている事業者
　　　　　　　　　　　（福祉輸送限定を除く）

給付額

　・対象事業者：　公衆浴場法による許可を受け、かつ、物価統制令に基づき入浴料金が統制されている
　　　　　　　　　　普通公衆浴場（公設を除く）

　・対象事業者：　市内に本社・本店を有する中小企業・小規模企業者・個人事業主で、自動車又は船舶を
　　　　　　　　　　　2台（隻）以上保有し、使用（常用）している事業者
　　　　　　　①　貨物トラック　　　･･･貨物自動車運送事業法に定める貨物自動車運送事業を営む事業者
　　　　　　　②　貸切バス　　　　　･･･一般貸切旅客自動車運送事業を営む事業者
　　　　　　　③　作業船・観光船　･･･船を使用した事業を営む事業者

　・申請期間：　令和4年7月上旬～9月末

　・対象事業者：　飲食業、理・美容業、クリーニング業、ホテル旅館業等
　　　　　　　　　　　市内に本社・本店を有する生活関連を営む中小企業・小規模企業者
　　　　　　　　　　　（※飲食業については中小企業のみ対象）

　・申請期間：　令和4年7月上旬～9月末

　・対象事業者：　市内に事業所を有し、引き続き事業継続の意思がある、常時使用する従業員5人以下
　　　　　　　　　　　の事業者（※売上減少の要件なし）

　・申請期間：　令和4年7月上旬～9月末

給付額 台数
加算

貨物トラック
　　軽トラ 0.5万円/台　小型(3t未満) 1万円/台
　　中型(3t～6.5未満) 2万円/台　大型(6.5t以上) 3万円/台
貸切バス
　　小型(25人) 1万円/台　中型(28人) 2万円/台
　　大型(40人） 3万円/台
作業船
　　小型(19t未満) 1万円/隻　大型(19t以上) 3万円/隻
観光船
　　12人以下 1万円/隻　13人以上 2万円/隻
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【 経費概要 】

　・ 交付金 千円

　・ 事務費 千円 （人件費、郵送料、振込手数料等）

【 特定財源 】

　・ 国庫支出金 千円

④　［総務費］　室蘭宿泊割・クーポン発行事業費

【 事業概要 】

【 経費概要 】

　・ 交付金 千円

　・ 事務費 千円

【 特定財源 】

　・ 国庫支出金 千円

（２） その他

⑤　［総務費］　看護師・介護福祉士養成学校教材整備費補助金

【 事業概要 】

【 経費概要 】

　・ 補助金 千円

【 特定財源 】

　・ 国庫支出金 千円

⑥　［総務費］　地域公共交通再構築実証事業費

【 事業概要 】

【 経費概要 】

　・ 委託料 千円

　・ 役務費等 千円 （通信運搬費、印刷製本費等）

【 特定財源 】

　・ 国庫支出金 千円

238,505

4,497

243,002

63,050

60,000

3,050

63,050

　国の令和3年度補正予算で計上された新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の本市
配分のうち、留保していた（令和4年度に繰越した）交付金を活用し、以下の事業（⑤⑥）を実施する。

2,206

2,206

2,206

6,024

5,161

863

6,024

　感染症の影響により医療施設等での実習が制限される中、各学校において現地実習を再現するため
に必要となる教材購入に対し支援する。

　・対象校：　日鋼記念看護学校、北海道福祉教育専門学校

　国においてもアフターコロナ時代を見据えた地域活性化や観光産業に関する検討が進められる中、
本市においても観光機運の醸成と観光消費の喚起のため、室蘭市内の宿泊施設を利用する旅行者に
対して、宿泊割引の実施及び観光関連施設等で利用できるクーポン券を発行する。

　・助成内容：　1人につき　宿泊割引2,000円＋クーポン券2,000円分　（15,000人分）
　　　　　　　　　　クーポン券は土産店、市内のバス・タクシー、観光船・遊漁船、飲食店等で利用可能

　・実施時期：　6月下旬～　割引対象ホテル、クーポン利用可能店舗の募集
　　　　　　　　　8月初旬～　割引料金での予約開始　（予定数量に達し次第終了）
　　　　　　　　　8月中旬～　割引開始、クーポン利用開始　（～10月末までの予定）

　市内公共交通については、人口減少による利用減に加えて、コロナ禍による外出控え、運転手の高
齢化による担い手不足等、厳しい経営環境にある。
　公共交通の再構築に向けて、支線交通の改善によるバス路線の効率化を図るため、令和3年度に実
施した実証事業に続き、本格運行を見据えた有償の実証事業を実施する。

　・実証内容：　タクシーを利用したオンデマンド交通の実証（有償）
　　　　　　　　　電話またはスマホアプリで予約　エリア内に設置された特定スポットでの乗り降りが可能
　　　　　　　　　利用料（想定）　定額プラン 3,000円/月　1回乗車券 300円/回

　・運行エリア：　白鳥台1丁目～5丁目

　・実施期間：　令和4年10月～12月

　・利用想定件数：　定額プラン 延べ 6件　1回乗車券 延べ 1,140回
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①　［総務費］　絵鞆岬展望台改修費

【 事業概要 】

【 経費概要 】

　・ 工事請負費 千円

【 特定財源 】

　・ 国庫支出金 千円

　・ 地方債 千円

②　［総務費］　白鳥大橋記念館改修費

【 事業概要 】

【 経費概要 】

　・ 工事請負費 千円

【 特定財源 】

　・ 国庫支出金 千円

　・ 地方債 千円

③　［総務費・教育費］　東明中学校防球ネット改修費

【 事業概要 】

【 経費概要 】

　・ 工事請負費 千円

　・ 事務費 千円 （消耗品費等）

【 特定財源 】

　・ 国庫支出金 千円

　・ 地方債 千円

④　［総務費］　市有地処分等経費　（市有地流動化負担金）

【 事業概要 】

【 経費概要 】

　・ 負担金 千円

⑤　［総務費］　公共施設等整備基金積立金

【 事業概要 】

【 経費概要 】

　・ 積立金 千円

増額・減額補正 9事業 147,571

15,345

15,345

12,276

3,000

39,116

39,116

15,812

20,900

20,153

19,954

199

6,717

12,000

△ 44,827

△ 44,827

44,827

44,827

　国の「アイヌ政策推進交付金」（交付率8/10）の採択を受け、慰霊祭や観光等で訪れる方々の利便性
向上を図るため、老朽化した展望台トイレを改修する。

　・改修内容：　展望台トイレのバリアフリー化、洋式化等

　国の「訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業」（補助率1/2）の採択を受け、道の駅としての
利便性や満足度向上を図るため、老朽化したトイレ棟を改修する。

　・改修内容：　トイレ棟の洋式化等、床・壁・天井の貼り替え等

　国の「学校施設環境改善交付金」（交付率1/3）の採択を受け、安全な学習環境の確保のため、老朽
化した防球ネットを改修する。

　・改修内容：　東明中学校グラウンド　防球ネット改修　L=86.0m

　旧知利別小学校校舎棟敷地の売却にあたっては、建物解体条件付き土地売買 兼 市有地流動化負
担金（※）付き土地無償譲渡に係る制限付一般競争入札により行われたが、入札の結果、市有地流動
化負担金が不用となったため、これを減額補正する。

　※　市有地流動化負担金＝（解体経費相当＋フェンス更新費用）－更地価格見込額

　旧知利別小学校校舎棟敷地の売却にあたり、市有地流動化負担金が不用となったことから、当該減
額相当額を、公共施設等の将来的な整備・解体、財政基盤の強化を図るため、基金への積み増しを行
う。
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⑥　［総務費］　地区連合町会会館整備費補助金

【 事業概要 】

【 経費概要 】

　・ 補助金 千円 （解体 6,600千円、新築 36,000千円）

【 特定財源 】

　・ 諸収入 千円 （自治総合センターコミュニティ助成金）

⑦　［衛生費］　ＨＰＶ（子宮頸がん）ワクチンキャッチアップ接種事業費

【 事業概要 】

【 経費概要 】

　・ 接種委託料 千円

　・ 交付金 千円

　・ 事務費 千円 （印刷製本費、通信運搬費等）

⑧　［土木費］　国家賠償請求事件に係る訴訟上の和解金

【 事業概要 】

【 経費概要 】

　・ 補償補填及び賠償金 2,700 千円

【 特定財源 】

　・ 諸収入 千円

⑨　［土木費］　除雪管理システム導入経費

【 事業概要 】

【 経費概要 】

　・ 委託料 千円

42,600

42,600

15,000

17,647

16,610

499

538

2,700

1,350

10,010

10,010

　一般財団法人自治総合センターの「コミュニティ助成事業助成金」（補助率3/5・限度額15,000千円）
の採択を受け、東明地区連合町会会館の整備を支援する。

　・整備内容：　現会館（旧高砂児童館）の解体
　　　　　　　　　 新築整備　･･･木造平屋建　建物面積　181.35㎡

　平成２９年７月２２日に発生した母恋橋架替工事における仮排水工からの溢水により、店舗に浸水被
害を受けたことで生じた損害について、紛争の早期解決の観点から、裁判所の和解勧告に基づき和解
金を支払う。

　積極的勧奨の差控えにより接種機会を逃した方に対して公平な機会を確保するため、時限的に従前
の定期接種対象者の年齢を超えて接種を行う。
　※HPV（子宮頸がん）ワクチン定期接種対象者：　小学校6年生～高校1年生

　・キャッチアップ対象者：　H9.4.2～H18.4.1に生まれた女子（令和4年度　17歳～25歳）

　・対象人数：　2,721人

　・接種実施期間：　R4.4.1～R7.3.31（3年間）

　・接種想定回数：　1,000回
　　　　　対象者未接種回数 延べ 6,714回×想定接種率 44％ ＝2,954回/3年 ≒1,000回/年

　・接種費用：　自己負担なし
　　　　　積極的勧奨の差控えにより、定期接種の機会（小学校6年生～高校1年生）を逃し、
　　　　任意接種を自費で受けた方に対しては、費用助成を行う

　各地区の作業進捗事業をリアルタイムで把握することで、迅速な市民対応、効率的な除排雪につな
げるため、本システムを導入する。

　・システム概要：　除排雪作業車全台（119台）にGPS端末を搭載
　　　　　　　　　　　　各地区の作業進捗状況をリアルタイムで視覚的に把握することが可能
　　　　　　　　　　　　移動履歴に基づく作業時間の自動集計　など

　・スケジュール：　令和4年8月～11月　システム構築　除雪業者への説明・周知等
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　12月～　システム稼働（予定）
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財源内訳

【特定財源】 千円 【一般財源】 千円

　・国庫支出金（臨時交付金） 千円 　・前年度繰越金 千円

　・国庫支出金（その他） 千円

　・地方債 千円

　・諸収入 千円

437,988 60,516

325,541 60,516

60,197

35,900

16,350
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