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（単位：千円）

課　名 款　項　目 事　　　業　　　名 Ｒ４予算額 事　業　目　的　等

令和４年度当初予算主要事業一覧

3-3-1（障害福祉費) 障害者相談支援事業業務委託料 12,070
障がい者がその人らしく自立して生活できるよう相談に応じ、情報提供や権利擁護のための
必要な援助を行う障害者支援センターの運営を委託
（町社会福祉協議会に委託）

特別支援学校通学支援業務委託
料

1,292 仕事等で送迎できない保護者を支援するため、特別支援学校への送迎を実施

指定障害福祉サービス事業補助
金

7,176 杉の子の家（生活介護・就労継続支援Ｂ型）の運営費補助

難聴者補聴器購入費扶助費 250 18歳以上の難聴者に対する補聴器の購入費助成

個別予防接種業務委託料 52,813
定期予防接種（四種混合、インフルエンザ、子宮頸がんワクチン等）に対する医療機関への
委託料

新型コロナウイルスワクチン接
種業務委託料

44,378 新型コロナウイルスワクチン接種に対する医療機関への委託料

新型コロナウイルスワクチン接
種体制強化業務委託料

13,326
新型コロナウイルスワクチン接種に対する医療機関への委託料
（3回目接種に係る土日祝日接種体制強化分）

予防接種扶助費 3,347
インフルエンザ予防接種の助成対象者を高校生まで、おたふくかぜ予防接種の助成回数を年
２回まで拡充

産後ケア業務委託料 1,005
産後も安心して子育てができるよう、医療機関や助産師と連携し、心身のケアや育児をサ
ポートを拡充

子ども医療扶助費 52,000
0歳から満18歳（高校卒業）までの子どもの医療費のうち、一部負担金（外来　1日530円、
入院1日1,200円）を控除した額を助成（同一医療機関での外来一部負担は月1回）

新生児聴覚検査扶助費 720 新生児の聴覚障がいを早期に発見し、適切な措置が講じられるように検査費用の一部を助成

4-1-5（健康診査費） 健康診査業務委託料 33,071 町民の生活習慣病予防・早期発見・早期治療を図るため、各種住民健診を実施

ざぶ～ん館管理業務委託料 33,000 ざぶーん館の指定管理委託料

ざぶ～ん館改修事業 35,356
ざぶーん館の改修工事
・源泉送湯管改修工事
・ロビーカーテン取替工事

3-3-1（障害福祉費)

4-1-4（母子保健衛生費）

4-1-7（健康増進施設費）

4-1-2（予防費）

保健福祉課
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介護教室講師謝礼 81 介護予防のための口腔ケア教室講師謝礼（実施対象事業拡大、実施回数増）

生きがい型デイサービス事業社
協委託料

10,741
高齢者等の寝たきり・認知症の予防のためになごみの家でレクリエーション等のサービスを
実施（町社会福祉協議会に委託）

通所介護運営事業委託料 60,804 聖籠町デイサービスセンターの運営を聖籠福祉会に委託

高齢者等ごみ出し支援事業業務
委託料

763 高齢者など支援が必要な方のごみ出しを行う。

ねたきり老人介護者扶助費 6,900
寝たきり及び認知症老人の介護者に手当を支給
・所得税非課税世帯　月額 10,000円
・その他の世帯　　　月額　5,000円

高齢者応援手当扶助費 9,995 高齢者の生活の安定と福祉の増進を図るため手当を支給

高齢者タクシー利用料扶助費 10,773 運転免許証を持たない方へタクシー利用券を支給（対象：75歳以上の方）

職員研修会負担金 640
高齢者の生活機能の維持・改善のため、運動機能訓練・栄養指導・口腔ケアに一体的に短期
集中でアプローチする介護予防サービス（通所型サービスC）を実施するための研修受講料
等

聖海荘屋根等改修工事 12,837

聖海荘の改修工事
・屋根全体
・正面玄関庇
・機械室扉

聖海荘トイレ改修工事 330 聖海荘の男女・多目的トイレの計3か所に洗浄便座を取り付ける。

農林水産振興事業費補助金 13,848

新潟県農林水産業総合振興事業
　・園芸生産促進（ハウスリース）1件
　・園芸生産促進（ハウス・高設栽培装置等リース）1件
　
農林水産振興事業
　・雨除けハウス導入補助　4件
　　　（認定農業者及び認定新規就農者3件、左記以外1件）

大豆等生産振興事業補助金 23,000 大豆等の生産振興を図るため、生産数量に応じて補助を行う。

長寿支援課

3-1-3（老人福祉費）

産業観光課

3-1-5（老人福祉施設費）

6-1-3（農業振興費）
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6-1-3（農業振興費） 農産物販路拡大支援事業補助金 1,000
農産物の安全性や品質の高さを生産者等が自ら消費者にアピールし、顧客の確保や販路拡大
を図る取組に対する補助

多面的機能支払交付金事業補助
金

43,043

事業実施組織：16組織
　①農地維持支払　　　　691.4ha
　②資源向上（共同）　　403.8ha
　③資源向上（多面的機能の更なる増進に向けた活動への支援）171.4ha
　④資源向上（農村協働力の深化に向けた活動への支援）14.2ha
　⑤資源向上（長寿命化）321.3ha
【新規追加】
　②資源向上（共同）　　 56.4ha

県営正庵角庵地区湛水防除事業
負担金

7,740 正庵角庵排水路の改修負担金（県営事業）

6-2-1（林業費）
松くい虫伐倒駆除（くん蒸）処
理補助金

3,000 松くい虫被害木の伐倒駆除（くん蒸）に対する補助

聖籠町暮らし応援事業補助金 50,000
地元経済支援と人口増加策としての移住・子育て支援など総合的な施策として、住宅取得、
リフォーム、空き家の活用などをされる方に補助を行う。

聖籠町観光協会運営事業補助金 13,900
町観光協会が実施する観光イベント事業等に対する補助
　(弁天潟さくらまつり、聖籠秋まつりなど）

聖籠夏まつり実行委員会補助金 12,800 実行委員会が実施する聖籠夏まつりに対する補助

聖籠町サーフィン大会実行委員
会補助金

3,000
実行委員会が実施するサーフィン大会に対する補助（クラウドファンディングを含めた財源
を活用）

8-2-1（道路橋梁総務費） 道路整備業務委託料 10,692

設計修正
　・寺島網代浜線（寺島）
詳細設計
　・山大夫2号線側溝
補助事業設計
　・寺島網代浜線（苔沼）
道路ストック総点検（橋梁35橋）

道路施設等維持修繕工事 20,317

・山倉苔沼線街路灯修繕工事
・大夫興野浦山線標識設置工事
・道路区画線設置工事（町内一円）
・道路維持修繕工事（町内一円）

消雪パイプ設備工事 21,890 ・山大夫二本松線外3路線

7-1-2（商工業観光振興費）

産業観光課

ふるさと整備課

6-1-5（農地費）

8-2-2（道路維持費）
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道路改良工事 168,795

道路舗装工事 20,691

聖籠町下水道事業会計負担金 260,000 雨水施設負担金、分流式下水道等に要する経費負担分

聖籠町下水道事業会計出資金 20,000 聖籠町下水道事業会計に対する出資金

多子世帯給食費補助金 8,217 中学校までの子を3人以上養育している保護者に対して3人目以降の給食費を無料とする。

私立認定こども園障害児保育事
業補助金

12,000 介助が必要な児童に介助員等を配置した私立認定こども園に対して、その人件費を補助

私立保育所等運営費補助金 5,712
新しい子育てシステムへの移行に伴う激変緩和措置として、私立園に通う園児の保護者に対
する給食費負担の軽減のため、園児（3～5歳児）の給食費について、私立認定こども園と町
立幼稚園との差額分を私立園に対し補助（3か年限り）

教育相談員の新設 4,533 新たに教育相談員1名を配置し、児童、生徒の相談体制を強化する。

教育指導主事の増員 9,481 教育指導主事を1名増員し、4名体制で学校との連携を強化する。

校務支援システム導入設定等業
務委託料

1,895 新発田市など広域的な連携により教職員の負担軽減を目的とする校務支援システムを導入

教職員用クラウドストレージ
サービス使用料

4,114
教職員が生徒へわかりやすい授業を提供するためのサービス使用料
　・学校保有の教材データをタブレット端末で閲覧可能
　・USBメモリー等を介さず自宅PCから作業可能

通学路防犯カメラ設置工事 3,762 9箇所設置（3ヶ年計画（R2～4）で各学区9台ずつ、合計27台設置予定）

育英生貸付金 43,640

将来を担う人材育成を目的として、大学から各種専修学校までの学生を対象に育英資金の貸
与を実施
・貸与月額
　自宅からの通学…４万円以内
　自宅外からの通学…６万円以内
・一時金（入学年度に限る）
　大学…50 万円以内
　短期大学・高等専門学校・各種専修学校…30 万円以内

子ども教育課

ふるさと整備課

・蓮潟金清水線
・寺島網代浜線（苔沼）
・藤寄3号線

8-5-3（公共下水道費）

8-2-3（道路改良費）

3-2-1（児童福祉総務費）

10-1-2（事務局費）
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通信運搬費 16,587 タブレット端末回線使用料　ほか

タブレット端末学習支援ソフト
使用料

11,583 タブレット端末で使用する学習支援ソフトの使用料（1,300アカウント）

英語検定料補助金 243 小中学校の児童生徒の英語力、英語学習意欲の向上を目指し、検定料の２分の１を補助

10-1-4（国際教育費） 英語指導助手業務委託料 11,352 英語指導助手（ALT）2名の派遣及びイングリッシュキャンプの業務委託料

通学バス運行（運転）業務委託
料

1,599 遠距離通学となる児童を対象とした小学生通学バスの運行業務委託料

亀代小学校ガス管更新工事 7,590 老朽化したガス管の更新工事

10-2-2（教育振興費）
就学援助費及び特別支援教育就
学奨励費

11,812 経済的に困窮している家庭に就学にかかる費用の一部を援助する。

通学バス運行業務委託料 13,200 冬季における中学生通学バスの運行業務委託料

中学校外壁改修工事 3,036 生徒の安全を確保するため、落下する恐れのある外壁を改修する。

10-3-2（教育振興費）
就学援助費及び特別支援教育就
学奨励費

5,665 経済的に困窮している家庭に就学にかかる費用の一部を援助する。

10-5-1（幼稚園費） 幼稚園教室等床改修工事 4,642 せいろう幼稚園（仮称）の教室等床改修工事

10-7-3（学校給食運営費） 調理場施設設備改修工事 26,075
給食調理場施設の改修工事
・炊飯設備入替
・蒸気ボイラ入替（2基）

10-6-2（社会教育施設費）
町民会館自動火災報知設備更新
工事

7,040 町民会館の自動火災報知設備を更新する。

10-6-5（文化財保護費） 印刷製本費 856 「社会教育だより」に連載している文化財啓発マンガ等の印刷製本費

社会教育課

10-2-1（学校管理費）

10-3-1（学校管理費）

子ども教育課

10-1-3（教育振興費）
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10-6-7（文化会館費） 自主事業公演委託料 10,409 さくらんぼ民謡の祭典外4事業

10-7-2（体育施設費） 聖籠野球場内野改修工事 1,375 コンディションが悪い内野部分の表層土の入れ替えを行う。

図書館 10-6-6（図書館費） 図書館消雪設備設置工事 1,463 図書館の駐車場に消雪設備を設置する。

社会教育課
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