多賀城市からのお知らせ

送付枚数：１２枚（本送付状を含む）

令和４年第１回市議会臨時会を開催します
令和４年３月２５日
令和４年第１回市議会臨時会を下記のとおり開催します。
今回上程する議案は、告示日の令和４年３月２５日（金）以降、総務部地域コ
ミュニティ課で配布します。
記
１

日

時

令和４年３月３０日（水曜日）午前１０時開会

２ 提出案件
(1) 職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例について
会計年度任用職員の育児休業の取得要件の緩和及び育児休業を取得しや
すい勤務環境の整備に関する措置等を実施するため所要の改正を行うもの
(2) 職員の給与に関する条例及び一般職の任期付職員の採用等に関する条例
の一部を改正する条例について
令和３年人事院勧告を踏まえ、一般職の国家公務員に準拠し、本市の一般
職の職員 及び 任期付職員の期末手当支給割合を改定する条例改正を行う
もの
(3) 市長等の給与に関する条例の一部を改正する条例について
令和３年人事院勧告を踏まえ、特別職の国家公務員に準拠し、市長 及び
副市長の期末手当支給割合を改定する条例改正を行うもの

総務部地域コミュニティ課広報広聴係
０２２－３６８－１１４１（代表）

多賀城市からのお知らせ
(4) 教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の一部を改正する
条例について
令和３年人事院勧告を踏まえ、特別職の国家公務員に準拠し、教育長の期
末手当支給割合を改定する条例改正を行うもの
(5) 議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例に
ついて
令和３年人事院勧告を踏まえ、特別職の国家公務員に準拠し、議員の期末
手当支給割合を改定する条例改正を行うもの
(6) 工事請負契約の締結について（令和４年度多賀城市文化センター空調シ
ステム改修工事）
工事請負契約を締結することについて、議会の議決を求めるもの
(7) 工事請負契約の締結について（令和４年度多賀城市文化センター舞台設
備改修工事）
工事請負契約を締結することについて、議会の議決を求めるもの
(8) 工事請負契約の締結について（令和３年度特別史跡多賀城南門等復元工
事）
工事請負契約を締結することについて、議会の議決を求めるもの
(9) 令和３年度多賀城市一般会計補正予算（第１２号）
補正内容の主なものについては、別紙「令和４年第１回市議会臨時会 補
正予算（案）概要」のとおり
(10) 令和４年度多賀城市一般会計補正予算（第１号）
補正内容の主なものについては、別紙「令和４年第１回市議会臨時会 補
正予算（案）概要」のとおり
≪問い合わせ≫
総務部総務課総務企画係
０２２－３６８－１１４１（代表）

総務部地域コミュニティ課広報広聴係
０２２－３６８－１１４１（代表）

令和４年第１回市議会臨時会 補正予算（案）概要
令和４年３月２５日
市長公室財政経営担当

■令和３年度多賀城市一般会計補正予算（第１２号）
４３４，７４１千円を減額し、総額２８，９８６，２１０千円とするもの。
歳入歳出の主なものは次のとおり。

1. 子育て世帯への臨時特別給付金給付事業（歳出）
補正額 ▲１８８，３５８千円
子育て世帯への臨時特別給付金給付事業について、事業の進捗状況に合わせて
減額補正するもの
なお、当該事業に対する国庫補助金（子育て世帯への臨時特別給付金給付事業
費（事務費）補助金）についても併せて減額補正するもの

2. 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金支給事業（歳出）
補正額 ▲２４７，５８０千円
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金支給事業について、事業の進捗状況
に合わせて減額補正するもの
なお、当該事業に対する県補助金（宮城県新型コロナウイルス感染症拡大防止
協力金交付事業補助金）についても併せて減額補正するもの

3. 繰越明許費の補正
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給事業などの必要な繰越明許
費の追加等を行うもの

1

■令和４年度多賀城市一般会計補正予算（第１号）
２９６，９９７千円を増額し、総額２７，４６６，９９７千円とするもの。
歳入歳出の主なものは次のとおり。

1. 令和４年度多賀城市新型コロナウイルス感染症緊急経済対策
（歳入・歳出）
事業費総額 ２９４，３４４千円
本市の令和４年度における新型コロナウイルス感染症緊急経済対策を実施す
るための増額補正するもの ※施策の概要については別添参照

2. 教職員研修支援事業（歳出）
補正額 ４，７９２千円
公立小中学校における学力の全体的な底上げのため宮城県が進める学力向上
マネジメント支援事業を同県からの受託事業として実施するために要する経費
を増額補正するもの
なお、実施に当たっては、学力向上マネジメント支援事業委託金（県）
４，５８０千円を活用するもの

2

令和４年度多賀城市新型コロナ
１ 臨時交付金交付限度額
区分
追加交付限度額

限度額

令和３年度 令和４年度

221,760

50,698

171,062

２ 総事業費
区分
施策総事業費

予算額

臨時交付金 他補助金

294,344

171,062

42,922

一般財源
80,360

※本施策には、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金等を活用した補助事業と市単独事業のうち、新規で予算措置するもの
を計上しています。

対策概要
設をはじめとした各公共施設の感染リスク軽減策、原油価格高騰を踏まえた企業等の事業継続のための支援策、コロナ禍における新
しい生活様式に対応するための環境整備等の対策を講じるべく、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策を行うもの

３ 個別事業費
(１) 感染拡大の防止
NO

施策

対象

さんみらい多賀城イベントプラザに
1 施設利用者

おけるビッグファンの設置
（さんみらい多賀城イベントプラザ
管理運営事業）

施策概要
新型コロナウイルス感染症対策として、施
設内の空気循環・換気機能を強化するた
め、ビッグファン（大型送風機）を設置

予算積算内容

備品購入費
32千円×2台＝64千円

備品購入費 7,653千円
感染症対策としてのテレワークの導
2 テレワーク

入に向けたICT環境の整備
（デジタル行政推進事業）

新型コロナウイルス感染症による業務の停 ・テレワーク用PC、
滞・遅延を防ぐため、ICT（情報通信技

モバイルルータ等40台購入費

術）を活用したテレワークの導入に向けた 役務費 1,602千円
パソコン等の購入と通信環境の構築

・テレワークに係る
ネットワーク通信料等

児童発達支援センター（太陽の家） 新型コロナウイルス感染症対策として、施 消耗品費 50千円
3 施設利用者

における冷暖房設備の更新

設内の空気循環・換気機能を強化するた

設計業務委託料 2,299千円

（療育等支援事業）

め、エアコン及び換気設備を更新

工事請負費 36,350千円
【公立保育施設分（3施設）】
消耗品費 1,500千円
・定員60人以上施設
500千円×3施設=1,500千円

保育所、保育所型
認定こども園、幼
4 保連携型認定こど
も園、地域型保育
事業所

保育施設等に対する保育環境改善事 保育施設等における新型コロナウイルス感
業費補助金の交付等

染症に対する体制強化のため、保育施設等

(保育所等感染症対策事業)

で使用する感染拡大防止用の消耗品等の購
入及び購入費用に係る補助金を交付

【私立保育施設分（23施設）】
補助金 9,800千円
・定員19人以下施設
300千円×8施設=2,400千円
・定員20人以上59人以下施設
400千円×1施設=400千円
・定員60人以上施設
500千円×14施設=7,000千円

ウイルス感染症緊急経済対策一覧
【単位：千円】

予算額

臨時交付金

64

他国庫補助金

他県補助金

一般財源

備考

64
【総務部地域コミュニティ課】

9,255

9,255

【企画経営部ＩＣＴ推進室】

38,699

38,699
【保健福祉部介護・障害福祉課】

11,300

5,650

5,650

他国庫補助金：保育対策総合支援
事業費補助金 1/2

【保健福祉部子ども政策課】

NO

施策

対象
児童、生徒、教職

員等（多賀城東小 小中学校特別支援学級におけるエア
5 学校、多賀城八幡 コンの設置
小学校、多賀城中 （学校環境整備事業[小・中学校]）
学校）

6

児童、教職員等
（多賀城小学校）

多賀城小学校における暖房設備の設
置
（学校環境整備事業[小学校]）

市内小中学校における感染症予防の
7

児童、生徒、教職 ための消耗品、備品の購入
（学校施設維持管理事業[小・中学

員等

校]）

8

児童、生徒、教職
員等

学校給食センターにおける学校給食
真空冷却機の更新
（学校給食センター運営事業）

施策概要

予算積算内容

新型コロナウイルス感染症対策として、空
調設備等のない特別支援学級の空気循環・ 印刷製本費 50千円
換気機能を強化するため、エアコン設備を 工事請負費 14,580千円
設置

多賀城小学校において、３密を避けるため
に利用する多目的スペース等の冬季の換気 印刷製本費 100千円
時における安全・安心な教育環境を維持す 工事請負費 33,949千円
るため、温風式暖房機を設置

市内小中学校の新型コロナウイルス感染症
拡大予防のため、消毒液等の消耗品等を購
入

消耗品費 10,080千円
備品購入費 4,320千円

調理加熱後に真空冷却を実施するという感
染症対策を万全に行い、安全安心な学校給 学校給食真空冷却機設置業務委
食を安定的に提供するために必要な学校給 託料 23,898千円
食真空冷却機を更新

社会教育施設・体育施設における感 社会教育施設・体育施設の新型コロナウイ
9 施設利用者

染症予防のための消耗品の購入

ルス感染症予防のため、消毒液等の消耗品 消耗品費 1,989千円

（生涯学習課庶務事務）

を購入

新型コロナウイルス感染症対策として、空
気循環・換気機能を強化するため、本館換

10 施設利用者

印刷製本費 40千円
工事請負費 4,097千円
・本館換気扇改修 2,156千円

合 計

(２)
NO

雇用の維持と事業の継続
施策

対象

施策概要

予算積算内容

新型コロナウイルス感染症の影響で売上が
大きく減少した市内中小企業者等に対して
事業継続及び売上回復を支援するため、事
業活動応援特別支援金を支給（要件を満た
した法人に10万円、個人事業主に5万円）
※複数店舗がある場合は1事業者とみな
す。
市内で事業を営む
1

中小企業者、個人
事業主、ＮＰＯ法
人、公益法人等

市内中小企業者及び個人事業主等に
対する事業活動応援特別支援金の支 【要件】
給

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、

（第２期事業活動応援特別支援金支 令和3年10月から令和4年3月までのいずれ
給事業）

かひと月の売上げが、平成30年から令和3
年までの同月と比較して20％以上減少して
いること。
※創業まもない事業者(令和4年2月1日まで
に創業した場合)は、上記期間の売上げが、
その月より前の3か月間の平均売上げ、ま
たは直前ひと月の売上げと比較して20％以
上減少していること。

消耗品費 50千円
役務費 116千円
周知広報業務委託料 230千円
補助金 37,500千円
・法人
100千円×200件＝20,000千円
・個人事業主
50千円×350件＝17,500千円

予算額

14,630

臨時交付金

他国庫補助金

他県補助金

一般財源

備考

14,630
【教育委員会事務局教育総務課】

34,049

34,049

【教育委員会事務局教育総務課】

14,400

14,400
【教育委員会事務局教育総務課】

23,898

23,898

【教育委員会学校給食センター】

1,989

1,989
【教育委員会事務局生涯学習課】

4,137

4,137

152,421

117,466

予算額

臨時交付金

5,650

他国庫補助金

0

他県補助金

29,305

一般財源

備考

他県補助金：新型コロナウイルス
37,896

23,000

14,896

感染症対応事業者支援市町村事業
補助金 限度額23,000千円

【都市産業部産業振興課】

NO

施策

対象

施策概要

市内で事業を営む

新型コロナウイルス感染症の感染状況等に

中小企業者、個人

起因する原油価格の高騰による経費の増加

事業主のうち、ト

を、価格に転嫁することが困難な状況にあ

ラック・運送事業

ると認められる運送事業者等の事業継続を

（貨物自動車運送

支援するため、事業に要した燃料購入費用

事業）、貸切バス 市内で道路運送事業等を営む中小企 の一部を支給
2

役務費 15千円
補助金 22,250千円

事業（一般貸切旅 業者等に対し、原油高騰対策に係る
客自動車運送事

予算積算内容

・トラック60社 21,600千円

運送事業者等支援金の支給（運送事 【要件】

業）、タクシー・ 業者等支援金支給事業）

令和3年10月から令和4年3月までの6か月間

介護タクシー事業

のうち、いずれかの3か月間において、対

（一般乗用旅客自

象車両の運行のために購入した燃料の合計

動車運送事業）、

1リットル当たり3円（1円未満切捨）

自動車運転代行業

※乗合バス等（一般乗合旅客自動車運送事

を営むもの

業）の運行に要した分の燃料は対象外

・貸切バス・タクシー・介護タ
クシー等8社 650千円

合 計

(３)
NO

市民生活の支援
施策

対象

施策概要

コロナ禍における生活保護申請及び生活困
生活支援相談等の強化

窮者自立支援相談の増加を想定し、生活保

（生活保護適正実施推進事業・生活 護決定に係る事務処理の補助職員の配置及

1

困窮者包括的相談支援事業）

び生活困窮者相談業務受託事業者の職員増
員を図るもの

生活困窮者自立支援金の支給
（新型コロナウイルス感染症生活困

2

窮者自立支援金支給事業）

予算積算内容

報酬等 2,139千円
相談業務委託料 4,946千円
※報酬等については、当初予算
に計上済

新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立
支援金の申請期限が令和４年６月末日まで 補助金（追加補正分）
8,960千円
計上するもの

新型コロナウイルス感染拡大に伴い、図書
児童、生徒、教職 学校図書館における図書の購入

等の貸出冊数が増加傾向にあることから、

3 員等（市内小中学 （学校施設維持管理事業[小・中学

学校図書館の貸出資料を充実させ貸出サー

校）

校]）

ビスの向上を図るため、学校図書館におけ

消耗品費
1,000千円×10校＝10,000千円

る蔵書冊数を増やすもの

新型コロナウイルス感染症拡大に伴い学校
市内小中学校におけるＩＣＴ支援員 が臨時休業となった場合であっても家庭に
児童、生徒、教職 派遣業務及びコロナ禍において必要 おいて教職員や同級生とのコミュニケー
4 員等（市内小中学 な備品の購入
校）

ション、授業動画の視聴など、子供たちの

（学校ＩＣＴ整備事業［小・中学

学びを継続できる体制を整備するため、Ｉ

校］）

ＣＴ支援員を学校へ配置し、併せて、タブ
レット端末を持ち帰る際の周辺機器を整備

ＩＣＴ支援員派遣業務委託料
17,820千円
消耗品費 32,250千円
・タブレット端末用ケース
3千円×5,500台＝16,500千円
・タブレット端末用充電器
3.5千円×4,500台＝15,750千
円

予算額

臨時交付金

他国庫補助金

他県補助金

22,265

備考

一般財源

22,265

【都市産業部産業振興課】
60,161

予算額

0

臨時交付金

0

他国庫補助金

7,085

23,000

他県補助金

5,312

37,161

備考

一般財源

1,773

他県補助金：新型コロナウイルス
感染症セーフティネット強化交付
金 3/4
【保健福祉部社会福祉課】

他国庫補助金：新型コロナウイル
8,960

8,960

ス感染症生活困窮者自立支援金支
給事業費補助金 10/10
【保健福祉部社会福祉課】

10,000

10,000

【教育委員会事務局教育総務課】

50,070

43,596

6,474

【教育委員会事務局教育総務課】

NO

施策

対象

施策概要

予算積算内容

コロナ禍において、社会教育施設・体育施
社会教育施設・体育施設における動 設のオンライン講座や動画配信等を積極的 備品購入費 172千円
5 施設利用者

画撮影用タブレット及びマイクシス に実施するために必要なタブレットを購

・タブレット 1台 107千円

テムの設置

入、また、併せて施設受付職員と利用者の ・マイクシステム

（生涯学習課庶務事務）

コミュニケーションを向上させるため、窓 22千円×3セット≒65千円
口にマイクシステムを設置

コロナ禍における外出抑制時に在宅で過ご
6 施設利用者

市立図書館における図書の購入

す時間を豊かなものとし、また新しい生活

（市立図書館管理運営事業）

様式に対応するため、市立図書館における

消耗品費 3,000千円

蔵書冊数を増やすもの

社会教育施設・社会体育施設におけ
7 施設利用者

るWi-Fi環境の整備
（生涯学習課庶務事務・山王地区公

LAN配線設置業務委託料
コロナ禍において、オンライン講座や動画 2,372千円
配信等を積極的に実施するため、総合体育 ・総合体育館 923千円
役務費 103千円
合 計
総 計

予算額

臨時交付金

他国庫補助金

他県補助金

172

備考

一般財源

172

【教育委員会事務局生涯学習課】

3,000

3,000

【教育委員会事務局生涯学習課】

2,475

2,475
【教育委員会事務局生涯学習課、

81,762

53,596

8,960

5,312

13,894

294,344

171,062

14,610

28,312

80,360

