
令和４年度９月補正予算（追加）に係る新規及び主要事業説明資料一覧表

事業名 予算額(千円) 頁

秘書企画課 自治体マイナポイント事業        75,230 1

健康課 高齢者インフルエンザ予防接種費用無償化事業         7,584 3

生涯学習課 総合体育文化センター動画配信環境整備事業         2,305 4

計 ３事業

課名



令和４年度９月補正予算（追加）に係る新規及び主要事業説明資料 

会計名 一般会計 事業 
自治体マイナポイント事

業 
担当課 秘書企画課 

事業実施期間 令和４年度 款 ２ 項 １ 目 ４ 

令和４年度 令和３年度 令和２年度 

予算額 決算額 決算額 

千円 千円 千円

令和４年度 
補正予算額

財  源  内  訳          (単位：千円)

国庫 
支出金 

県支出金
使用料・ 
手数料 

分担・負
担金 

繰入金 地方債 その他 一般財源 

75,230 千円 41,245 33,985

○事業の目的・効果 

  物価高騰下における市民の生活支援及び地域経済の活性化、加えてキャッシュレス決済の利用促

進、マイナンバーカードの取得促進のため、マイナンバーカード保有者に対し、対象店舗でキャッ

シュレス決済を利用した場合に、ポイントを還元するもの。また、マイナポイント予約申込支援窓

口及びマイナンバーカード申請窓口を委託により設置することで、事業対象者の拡大を図るもの。

○事業の内容 

  マイナンバーカード保有者が、対象店舗で民間キャッシュレス決済事業者による決済サービスを

利用して買い物をした際に、ポイントを還元する。 

（１）対象店舗 

市内の事業所のうち、キャッシュレス決済事業者として登録済みの店舗 

（２）対象者 

マイナンバーカード保有者でスマートフォン等により事業の対象となるキャッシュレス決

済を利用できる人 

（３）対象期間 

令和４年 11 月頃～令和５年２月頃（詳細は未定） 

（４）還元率 

30％ 

 （５）還元上限額 

    期間中上限 5,000 円 

また、委託によりマイナポイント予約申込支援窓口及びマイナンバーカード申請窓口を約４か月

間の期間限定で設置し、マイナポイント事業の予約申込支援及びマイナンバーカード申請支援を行

う。 

（１）臨時窓口設置期間 

 令和４年９月 29 日（木）～令和５年１月 31日（火）（予定） 

 （２）マイナンバーカード申請イベント出張窓口 

市民文化祭、市民ふれ愛まつり等 
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○積算根拠 

【歳出】 

ﾏｲﾅﾎﾟｲﾝﾄ予約申込等支援業務委託料 10,230 千円 

  （人件費（５名）、事務費等） 10,229,813 円 

自治体ﾏｲﾅﾎﾟｲﾝﾄ事業ﾎﾟｲﾝﾄ還元費 65,000 千円 

   ﾎﾟｲﾝﾄ還元費 5,000 円×13,000 人＝65,000,000 円 

  （参考）令和４年８月 31 日時点交付件数 22,456 件 交付率 46.9％ 

【歳入】 

  個人番号ｶｰﾄﾞ交付事務費補助金 4,109 千円（補助率 10／10） 

新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症対応地方創生臨時交付金 31,015 千円 

  ﾏｲﾅﾎﾟｲﾝﾄ事業費補助金 6,121 千円（補助率 10／10） 
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令和４年度９月補正予算（追加）に係る新規及び主要事業説明資料 

会計名 一般会計 事業 
高齢者インフルエンザ予

防接種費用無償化事業 
担当課 健康課 

事業実施期間 令和２年度～４年度 款 ４ 項 １ 目 ２ 

令和４年度 令和３年度 令和２年度 

予算額 決算額 決算額 

千円 千円 8,899 千円

令和４年度 
補正予算額

財  源  内  訳          (単位：千円)

国庫 
支出金 

県支出金
使用料・ 
手数料 

分担・負
担金 

繰入金 地方債 その他 一般財源 

7,584 千円 7,584

○事業の目的・効果 

  愛知県より、インフルエンザと新型コロナウイルス感染症の同時流行を見据え、予防接種法に基

づく定期接種の対象者である 65 歳以上の高齢者等のインフルエンザ予防接種費用を無償化し、接

種を推進することで、重症患者の発生を抑え、新型コロナウイルス感染症に対応する医療機関の負

担軽減を図る方針が示されたことにより、予防接種を受けやすい体制を整備し、合わせてインフル

エンザ蔓延の予防を推進する。 

○事業の内容 

対象者：岩倉市に住民登録があり、接種時に以下の条件を満たす人 

    ①65 歳以上の接種希望者 

    ②60 歳以上 65歳未満の人で、自己の日常生活活動が極度に制限される程度の障害 

（心臓・腎臓・若しくは呼吸器の機能等の障害）を有する接種希望者 

補助内容：自己負担額 1,200 円を今年度に限り無償とする。 

期間：令和４年 10 月１日から令和５年１月 31日まで 

○積算根拠 

【歳出】 

予防接種委託料 7,584 千円 

 ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞﾜｸﾁﾝ 1,200 円×6,320 人＝7,584,000 円 

 ※当初予算における、自己負担ありでの接種見込者数 

【歳入】 

高齢者ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ予防接種費補助金 7,584 千円（補助率 10/10） 
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令和４年度９月補正予算（追加）に係る新規及び主要事業説明資料 

会計名 一般会計 事業 
総合体育文化センター動

画配信環境整備事業 
担当課 生涯学習課 

事業実施期間 令和４年度 款 ９ 項 ５ 目 ３ 

令和４年度 令和３年度 令和２年度 

予算額 決算額 決算額 

千円 千円 千円

令和４年度 
補正予算額

財  源  内  訳          (単位：千円)

国庫 
支出金 

県支出金
使用料・ 
手数料 

分担・負
担金 

繰入金 地方債 その他 一般財源 

2,305 千円 2,267 38 

事業の目的・効果 

  コロナ禍における新しい生活様式に対応するため、総合体育文化センターで開催する行事等を動

画配信するための環境整備を行うことで、利用者サービスの向上を図るもの。 

○事業の内容 

（１）動画配信用の撮影カメラや配信装置、館内映像視聴用の液晶テレビ、イベント等で利用でき

るプロジェクタ及びスクリーン等を設置する。 

 （２）主にイベント等が開催される多目的ホールにおいて、動画配信の環境を整備するため、事務

所から多目的ホールまでのＬＡＮ配線及び館内にＷｉ－Ｆｉ機器を設置する。 

○積算根拠 

【歳出】 

  総合体育文化ｾﾝﾀｰ施設管理費 

   通信回線使用料 38 千円 

    7,480 円×5月＝37,400 円 

   備品購入費 1,870 千円 

ﾋﾞﾃﾞｵｶﾒﾗ類一式 574,090 円、液晶ﾃﾚﾋﾞ一式 275,000 円、ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ一式 215,600 円、 

ｽｸﾘｰﾝ 125,400 円、設定用ﾊﾟｿｺﾝ 220,000 円、付属品等 459,910 円 

  総合体育文化ｾﾝﾀｰ施設改良費 

   Ｗｉ-Ｆｉ環境整備委託料 397 千円 

【歳入】 

新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症対応地方創生臨時交付金 2,267 千円 
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