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令和4年度笠間市一般会計補正予算（第6号）の
専決処分について

新型コロナウイルス感染症拡大や物価高騰等が進むなか、地域生活を支援する
ための緊急経済対策やオミクロン株に対応した新型コロナウイルスワクチンの
5回目を含む接種を迅速に進めるため、これらの所要の経費とそれに伴う歳入に
つきまして、早急に予算措置が必要となったことから、令和4年度笠間市一般会計
補正予算（第6号）を令和4年8月5日付けで専決処分しました。

　

詳細につきましては、別紙をご確認ください。



別紙

令和４年度 笠間市一般会計補正予算（第６号）の専決処分について

新型コロナウイルス感染症拡大や物価高騰等が進むなか、地域生活を支援するための緊急

経済対策やオミクロン株に対応した新型コロナウイルスワクチンの 5回目を含む接種を迅速
に進めるため所要の経費とそれに伴う歳入につきまして、早急に予算措置が必要なため、令

和４年度笠間市一般会計補正予算（第６号）を令和４年８月５日付けで専決処分いたしまし

た。

補正予算（第６号）内訳

１ 歳入 （単位：千円）

２ 歳出 （単位：千円）

款 項 目 説 明 金 額

15国庫支出金 1 国庫負担金 2 衛生費国庫

負担金

新型コロナウイルスワクチン接種対

策費国庫負担金

127,468

2 国庫補助金・1 総務費国庫

補助金

新型コロナウイルス感染症対応地方

創生臨時交付金

142,527

3 衛生費国庫

補助金

新型コロナウイルスワクチン接種体

制確保事業補助金

132,790

19 繰入金 2 基金繰入金 1 財政調整基

金繰入金

財政調整基金繰入金 64,915

計 467,700

款 項 目 事業内容等

3 民生費 1 社会福

祉費
3 高齢者福祉費

(高齢福祉課)

【日常生活緊急支援事業：69,514 千円】

75歳以上の高齢者に健康維持増進に資する物品や日用

品などを購入できる「高齢者支援商品購入券（5,000 円

分）」を配布。（Ｒ4.7 月現在 市内 32店舗で利用可能）

節 説明 金額

10 需用費 ・消耗品費

・印刷製本費

35

64

11 役務費 ・通信運搬費 813

12 委託料 ・電算業務委託料

・人材派遣委託料

888

2,214

19 扶助費 ・高齢者支援商品購入助

成費

65,500



款 項 目 事業内容等

3 民生費 2 児童福

祉費
1 児童福祉総務

費

(子ども福祉課)

【多子世帯生活応援事業：13,774 千円】

多子世帯（18歳以下の子を 3人以上養育している世帯）

の経済的負担を軽減するため、笠間市産の農産物等を配

布。（１世帯 10,550 円相当、対象 1,000 世帯見込み）

節 説明 金額

11 役務費 ・通信運搬費 64

12 委託料 ・生活支援事業委託料 13,710

【保育施設等緊急支援事業：15,904 千円】

食材費等高騰の影響が大きくなるなか、給食の質の維

持と保護者負担の軽減を目的に、支援金を施設へ補助す

る。

（入所児童一人あたり 1,000 円/月）

節 説明 金額

10 需用費 ・くるす保育所賄材料費

・ともべ保育所賄材料費

910

644

18 負担金補

助及び交付金

・民間保育施設等副食費

等緊急支援事業補助金

14,350

4 衛生費 1 保健衛

生費
2 予防費

(健康医療政策

課感染症対策

室)

【新型コロナウイルスワクチン接種事業：260,258 千円】

オミクロン株に対応した新型コロナワクチンの５回目

接種を含む接種にかかる体制確保。

節 説明 金額

10 需用費 ・印刷製本費 4,010

11 役務費 ・通信運搬費

・審査支払手数料

7,000

2,550

12 委託料 ・電算業務委託料

・医療廃棄物処理委託料

・人材派遣委託料

・予防接種委託料

・予約相談業務委託料

・ワクチン移送業務委託

料

880

72

72,269

127,468

43,729

2,280

5 農林水

産業費

1 農業費 3 農業振興費

(農政課)

【農業資材等価格高騰対策事業円】

肥料・燃油・飼料高騰の影響を受けている認定農業者、

認定新規就農者に対する支援として補助金を交付。

（対象：約 180 経営体）

・肥料高騰対策事業 22,161 千円

・燃油高騰対策事業 7,093 千円

・飼料高騰対策事業 5,496 千円

節 説明 金額

18 負担金補助

及び交付金

・農業資材等価格高騰対

策事業補助金

34,750



問合せ先：財政課長 山田 0296-77-1101（内線 211）

高齢福祉課長 金木 〃 （内線 169）

子ども福祉課長 根本 〃 （内線 161）

健康医療政策課

感染症対策室長 佐伯 0296-77-9145

農政課長 礒山 0296-77-1101（内線 522）

学務課長 稲田 〃 （内線 372）

生涯学習課長 松本 〃 （内線 390）

款 項 目 事業内容等

9 教育費 1 教育総

務費
2 事務局費

(学務課)

【児童・生徒通学支援事業：42,000 千円】

子育て世帯の負担軽減のため、小・中・高校生等の通学

定期券購入費用の一部に対する補助。

（上限 20,000 円/人、対象者 2,100 人見込み）

節 説明 金額

18 負担金補助

及び交付金

・児童・生徒通学費補助

金

42,000

5 社会総

務費
1 社会教育総務

費

(生涯学習課)

【大学生等生活応援事業：31,500 千円】

大学生等の生活支援のため、マイナンバーカード取得

を条件に電子マネーを付与。

（電子マネー20,000/人、対象者 1,575 人見込み）

節 説明 金額

12 委託料 ・大学生等生活支援給付

業務委託料

31,500

計 467,700


