
令和４年度

9 月補正予算説明資料 

府 中 市
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１ 予算編成方針 

 ９月の一般会計補正予算は、コロナ禍において原油価格や物価の高騰の影響

を受けた生活者や事業者の負担軽減を図るための施策のほか、マイナンバーカ

ードの取得を強力に推進していくための経費など、歳入・歳出それぞれ3億7,849

万 5 千円の予算を計上しました。 

 

２ 主な補正内容 

(1) 原油価格・物価高騰対策事業  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考）一般財源※は地方創生臨時交付金の充当対象一般財源を示しています。 

 

 

生活支援から事業者支援まで 

【拡充】省エネ設備導入等による企業の生産性向上支援事業 20,000 千円 

《商工労働課》資料 2 

物価の高騰などの情勢にあっても、市内の中小企業者等の事業活動の持続、競争力強

化、生産性向上を図るため、省エネ診断を受けて実施する省エネ等の設備導入経費に

ついて支援します。 
【対象経費】省エネ設備等設置費及び省エネ診断費 
【補助率】2/3（上限 1,000 千円） 

        ≪一般財源※20,000 千円≫ 

【継続】農業者経営安定促進事業 2,000 千円 《農林課》 

燃料や農業用資材価格の高騰など、農業経営リスクの予測が困難な状況を踏まえ、様々

なリスクによる農業収入の減少に農業者自らが備え、自身の農業経営の安定及び持続的な

地域農業の発展を図るため、収入保険制度加入にかかる費用の一部を支援します。   

                            ≪一般財源※2,000 千円≫ 

【新規】住民税非課税世帯生活応援事業 72,400 千円 《福祉課》資料 1 

コロナ禍の長期化で収入が著しく減収した住民税非課税世帯の生活を経済的に支援

するため、住民税非課税世帯に対する独自の取組として「府中プレミアム商品券」を

活用して、1世帯当たり 1冊無償で配布します。  
・１世帯当たり 1 冊 12,000 円分                         

                            ≪一般財源※72,400 千円≫ 

【新規】指定ごみ袋製造経費高騰対策事業 2,000 千円 《環境整備課》 

原油価格の高騰及び円安に伴い指定ゴミ袋の製造費の上昇が避けられない中、コロナ禍

の影響を受ける市民に負担をかけないよう販売価格に転嫁せず、市が製造費の上昇分を補

助します。 
                           ≪一般財源※2,000 千円≫ 
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(2) 新型コロナウイルス感染症対策事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 新型コロナウイルス感染症対策以外の事業  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【継続】新型コロナウイルスワクチン住民接種事業 111,494 千円  《健康

推進課》 

10 月以降に実施する 5 回目を含めた新型コロナウイルスワクチンの個別接種や集団

接種に必要となる経費のほか、引き続き、接種にかかる高齢者等の移動支援を行うこ

とで接種を促進していきます。        
   ≪国費 109,494 千円、一般財源※2,000 千円≫ 

経済活動の回復に向けて 

ワクチン接種の推進 

【拡充】観光誘客支援事業 8,000 千円 《観光課》資料 3 

〇【新規】府中の魅力再発見ツアー助成事業 5,000 千円 
新型コロナウイルス感染症の拡大により落ち込んだ市内観光業を支援及び観光消費を

喚起するため、府中の魅力を再発見するバス、タクシーを利用した旅行プランの経費の

一部を助成します。                   ≪一般財源※5,000 千円≫ 

 〇【拡充】備後府中に来てみにゃあ割（第２弾） 3,000 千円 
  昨年度実施した「備後府中に来てみにゃあ割」から要件を緩和し、より多くの観光客

を誘客するため、市内観光地を経由するバス、タクシーを利用した旅行プランの経費の

一部を助成します。                     ≪一般財源※3,000 千円≫ 

【新規】食の魅力発信事業 5,000 千円 《観光課》資料 4 

恋しきにおいて、有名料理人を招へいし、府中の食材や料理の魅力を引き立てるロケー

ションを活かした豊かな食体験の場としてプレミアムレストランイベントを開催します。 
また、有名料理人に府中の食材を使った料理、加工品を開発してもらい、恋しきなどで

食関係者やマスコミなど参加のもと品評会を開催します。 
                           ≪一般財源※5,000 千円≫ 

 カーボンニュートラルの推進 

【新規】府中市地域脱炭素推進事業 5,000 千円 《政策企画課》資料 5 

カーボンニュートラルという大きな構造変化を、産業界における新たなビジネスチ

ャンスとし、山や農地にヒト・モノ・カネが循環する地域経済システムの仕組みの創

出につなげ、また市民生活に資するエネルギー利用のかたちを提供するため、府中市

の産業構造・地域性等を反映したフィジビリティスタディ（実行可能性調査）を行い

ます。                         ≪一般財源 5,000 千円≫ 
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 人・つながりが育つまち 

 ＩＣＴ都市ふちゅうの実現 

【拡充】マイナンバーカード取得促進事業 70,632 千円 《市民課》資料 7 

・【新規】マイナンバーカード新規取得者給付金 65,000 千円 

 国が実施しているマイナポイントの給付が 9 月で終了することから、引き続き 10
月以降の取得促進を図るため、10 月以降の新規取得者に対して現金 5,000 円を給付

します。                      ≪一般財源※65,000 千円≫ 

・【拡充】マイナンバーカード取得促進体制の強化 5,632 千円 

 年度内、特に 9 月末までのマイナンバーカードの取得を強力に推進するため、平

日夜間窓口や商業施設への庁舎外常設窓口を設置するために必要となる体制を整え

ます。                          ≪国費 5,632 千円≫ 

【拡充】天領あやめ塾「進学コース」拡充事業 1,500 千円 《教育政策課》 

上下高校生を対象に開設している「天領あやめ塾」の進学コースに、民間予備校講

師等を招聘して新たなコースを開設し、上下高等学校の通学圏域の公営塾の機能を強

化し、上下高等学校の魅力と学力の向上を図ります。 ≪一般財源 1,500 千円≫ 

【新規】総合窓口サービス導入事業 58,807 千円 資料 6 

〇【新規】デジタル窓口・総合申請システム導入事業 21,450 千円《情報政策課》 
総合窓口システムを導入し、証明書の発行や住民のライフイベントの手続き時に必要

となる申請データをオンライン化することで、複数証明書の発行や転入転出時における

手続きの処理時間を短縮し、市民サービスの向上を図ります。 
≪一般財源※21,450 千円≫ 

〇【新規】市役所庁舎窓口整備事業 7,262 千円《総務課》 
 令和５年度の総合窓口サービスの導入に向けて必要となる市役所庁舎１階及び２階の

レイアウト変更について、令和４年度は税務課にかかる２階部分の改修を行います。 

                          ≪一般財源※7,262 千円≫ 

〇【新規】手続きガイド導入事業 3,365 千円《情報政策課》 

おくやみ相談等の複数手続きの案内に、従来の紙での案内だけでなくインターネット

で利用でき、容易な操作で使用可能な手続きガイドシステムを導入します。 
                          ≪一般財源※3,365 千円≫ 

〇【新規】行政手続きオンライン化推進事業 26,730 千円《情報政策課》    

 住民の利便性の向上と行政事務の効率化を目的に、国の推進する転入・転出手続

きのワンストップ化や特に国が推進する利便性向上に資する手続きについて、マイ

ナンバーカードを用いたオンライン手続きができる仕組みを構築します。    

                  ≪国費 13,365 千円、一般財源 13,365 千円≫ 

【新規】町内会アプリトライアル事業  1,201 千円 《総務課》資料 8 

町内会における住民間及び行政との間の情報共有を可能とするモバイルアプリの導

入を検討するため、今年度は導入を希望する市内 6 町内会において試験的な運用（ト

ライアル）を実施し、効果的な運用方法やメニュー・機能の検討を行う。 
                           ≪一般財源※1,201 千円≫ 
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３ 繰越明許費 

・市民プール整備経費／市民プール整備事業（設計業務） 50,000 千円 

・産業連係室事務経費／省エネ設備導入等生産性向上推進事業 10,000 千円 

 

４ 債務負担行為 

【追加】 

・学校給食調理・配送業務委託料（令和 5年度～令和 7年度） 340,000 千円 

【変更】 

・市民プール整備工事（令和 5年度～令和 6年度） 1,000,000 千円 

・（仮称）府中市クリーンセンター（ごみ中継施設）施設整備工事費に係る車両購入費 

（令和 5年度） 83,940 千円 

 

５ 特別会計等の補正内容 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

《国民健康保険特別会計》 58,688 千円 【市民課】 

 令和 3 年度決算剰余金から県への返還金を除いた残額を国民健康保険財政調整基金へ

積み立てます。     

               ≪歳出：返還金 13,750 千円、基金積立金 44,938 千円≫ 

《介護保険特別会計》 107,100 千円 【介護保険課】 

・保険事業勘定 82,157 千円 

過年度の介護給付費負担金や地域支援事業交付金の精算に伴う返還を行います。 

                          ≪歳出：返還金 82,157 千円≫ 

・サービス事業勘定 24,943 千円  

 令和 3年度決算剰余金を予備費に計上します。 

≪歳出：予備費 24,943 千円≫  

《後期高齢者医療特別会計》 2,281 千円 【市民課】 

 令和 3年度決算剰余金を保険料負担金の精算に伴い追加納付します。 

≪歳出：負担金 2,281 千円≫ 

 安全・安心が持続するまち 

【新規】医療的ケア児通学支援事業 1,122 千円 《福祉課》 

通学中に医療的ケアが必要なために通学が困難となっている児童生徒の学習機会の

保障と、送迎等を行っている保護者の負担軽減を図るため、介護タクシー等に看護師

等が同乗し、児童生徒の医療的ケアを実施することにより通学を支援します。   

                            ≪一般財源 1,122 千円≫ 
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資料１ 

住民税非課税世帯生活応援事業【新規】 
 

担当課 福祉課地域福祉係 

電話番号 0847-43-7148 

 
１ 事業の目的 

  コロナ禍の長期化で収入が著しく減収した住民税非課税世帯の生活を経済的に

支援する。 

 

２ 事業内容  

  住民税非課税世帯に対する独自の取組として「府中プレミアム商品券」を活用し

て、１世帯当たり１冊を無償で配布する。 

商 品券名称 府中市プレミアム商品券（販売用と同じものを使用） 

対 象 者 

令和 4年 10 月 1 日時点で、府中市の住民基本台帳に記録されている者 

・基準日を「10/1 時点」に設定するが「10/31 までに本市に転入し、

かつ非課税であることが判明した世帯」も対象とする。 

支給対象世帯数 およそ 5,300 世帯 

配 布 方 法 簡易書留 

発 行 数 5,300 冊 

額 面 1 冊 12,000 円 （1,000 円 12 枚綴り） 

利 用 期 間 令和 4年 11 月 1 日（火）～令和 5年 1月 31 日（火） 

 

３ 補正予算額 ７２，４００千円 

 事業費 国費 県費 市債 その他 一般財源 

補正予算額 72,400     72,400※ 

現計予算額       

 

※地方創生臨時交付金対象事業 

 

補正予算額内訳 事業費 国費 県費 市債 その他 一般財源 

クーポン 63,600     63,600※ 

事務委託料 6,000     6,000※ 

事務費 2,800     2,800※ 
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資料２ 

省エネ設備導入等による企業の生産性向上支援【拡充】 
 

担当課 商工労働課商工振興係 

電話番号 0847-43-7190 

 
１ 事業の目的 

  カーボンニュートラルを見据え、省エネ診断等を受けた市内の中小企業者等の省

エネルギー設備の導入等を支援することで、市内の中小企業者等の省エネに対する

意識醸成、事業活動の持続、競争力強化、生産性向上を図り、府中市産業の持続的

な発展を目指す。 

 

２ 事業内容 

省エネ診断を受けて実施する省エネ等の設備導入等にかかる経費を支援する。 

 

⑴ 対象経費 

   ①省エネ設備等購入費、省エネ設備設置工事費 

    （具体例）LED 照明への切り替え、空調設備の更新 等 

 

   ②省エネ診断の費用（自己負担額） 

    ※①の設備導入等の実施を行う場合に限る。 

 

⑵ 補助上限と補助率 

（補助上限）１００万 

   （補助率）  ２／３ 

 

３ 補正予算額 ２０，０００千円 

 事業費 国費 県費 市債 その他 一般財源 

補正予算額 20,000     20,000※ 

現計予算額 4,800     4,800 

※地方創生臨時交付金対象事業 
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資料３ 

観光ツアーによる観光誘客支援事業【拡充】 
 

担当課 観光課観光振興係 

電話番号 0847-43-7141 

 
１ 事業の目的 

  新型コロナウイルス感染症の拡大により落ち込んだ観光業を支援し、市内への観

光誘客による観光消費を喚起するため、市内を訪れる観光ツアーの促進を図る。 

 

２ 事業内容 

(1)府中の魅力再発見ツアー助成【新規】 

（府中市内周遊ツアー助成事業） 

(2)備後府中に来てみにゃあ割 第２弾【拡充】 

（府中市観光誘客支援事業） 

市内の観光地を巡り観光コンテンツを

体験するなど、今までとは違った府中の魅

力を再発見するツアーを企画する旅行業

者に対し、その料金の一部を支援する。 

ア 補助対象者 

旅行業の登録を受け、府中市内に本店

又は支店を置く旅行業者 

イ 旅行形態 

 府中市内を貸切バス、貸切タクシーの

発着地とし、府中市内を周遊する日帰り

旅行プラン（受注型企画旅行・募集型企

画旅行） 

ウ 補助金交付条件 

 参加者４人以上で、府中市内の観光施

設、食事及び体験コンテンツを２つ以上

含む旅行 

 

 

エ 事業期間 

 広島県等の観光支援事業の開始と同

時期から令和５年３月３１日まで  

※ただし予算上限に達し次第終了 

オ 補助金額 

・貸切バスに係る費用の２/３ 

上限７０，０００円 

・貸切タクシーに係る費用の２/３ 

上限２０，０００円 

府中市観光を目的とした旅行等を企画

する旅行業者に対し、その料金の一部を補

助する。 

 

ア 補助対象者 

旅行業の登録を受けた旅行業者 

 

イ 旅行形態 

  貸切バス、貸切タクシーを利用し、乗

車地あるいは下車地が府中市内とした

行程の受注型企画旅行又は募集型企画

旅行 

ウ 補助金交付条件 

参加者４人以上で、府中市内の観光施

設、食事及び体験コンテンツを２つ以上

含む旅行。市外観光の場合は、車内持込

用の飲食物等を市内で５００円/人を購

入すること。 

エ 事業期間 

広島県等の観光支援事業の開始と同

時期から令和５年３月３１日まで  

※ただし予算上限に達し次第終了 

オ 補助金額 

・貸切バスに係る費用の１/２ 

上限５０，０００円 

・貸切タクシーに係る費用の１/２ 

上限１０，０００円 
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資料３ 

 

 

・食事代 

２，０００円未満：５００円 

 ２，０００円以上：料金の１/２（上

限２，０００円の低い額） 

・体験（ガイド）代 

５００円/人 

・JR 運賃の１/２/人（市外から発着地

まで JR 福塩線を利用した場合） 

カ 他の補助制度との併用 

  「やっぱ広島じゃ割」の支援制度との

併用が可能 

・宿泊代（市内に限る）【新規】 

２，０００円/人 

・食事代（市内に限る）【新規】 

２，０００円未満：５００円 

  ２，０００円以上：料金の１/２（上

限２，０００円の低い額） 

 ・体験（ガイド）代【新規】 

５００円/人（市内に限る） 

 

 

カ 他の補助制度との併用 

  「やっぱ広島じゃ割」などの他の支援

制度との併用が可能 

 

３ 補正予算額  ８，０００千円 

 事業費 国費 県費 市債 その他 一般財源 

補正予算額 8,000     8,000※ 

現計予算額       

 

※地方創生臨時交付金対象事業 

補正予算額内訳 事業費 国費 県費 市債 その他 一般財源 

魅力再発見ツアー 5,000     5,000※ 

来てみにゃあ割 3,000     3,000※ 
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資料４ 

食の魅力発信事業【新規】 

担当課 観光課観光振興係 

電話番号 0847-43-7141 

１ 事業の目的 

府中の観光振興について、広島県への観光客をいかにアピールし、府中へ誘引する

かがポイントとなる。多くの観光客は旅行先の食に期待し、観光地選びの大きなファクター

となっている。来年度の広島サミットで多くの訪問者などが見込まれること、府中に多くの

有名料理人やインフルエンサーに協力してもらえそうなこととから、この機会を逃すことなく、

食に係る取組を強化し、その魅力をアピールする。 

２ 事業内容 

⑴ 恋しき「プレミアムレストラン」 

府中の食に係る取組について、広島を代表する有名料理人である日本料理喜多丘の

北岡氏に全面協力してもらっている。こうした動きに加え、北海道洞爺湖サミットで総料理

長を勤めた中村氏をはじめ、上柿元氏など国内外で活躍されている有名料理人の協力

が得られる見込みとなった。 

恋しきにおいて，中村氏をはじめ有名料理人を招へいし、府中の食材や料理の魅力

を引き立てるロケーションを活かした豊かな食体験の場を設置し，最高の西洋料理をふる

まうプレミアムレストランイベントを開催する。 

本イベントに，広島サミット関係者、マスコミ、食メディア、旅行会社、インフルエンサー

などを招き、府中、恋しき、食の魅力を体験、強力に発信してもらう。 

また、中村氏に、府中の食アドバイザー（仮称）に就任してもらい、引き続き食について

アドバイスをいただくとともに、広島サミットにおける府中市の食分野等のアドバンテージ

づくりに協力してもらう。 

⑵ 食に係る商品開発 

有名料理人に、府中の食材を使った料理、加工品を開発してもらい、恋しきなどにお

いて食関係者、マスコミなど参加のもと品評会を開催する。優秀作品は、広島サミット関

連、恋しきなどへの観光客をはじめ、将来にわたって幅広く普及していくこととし、府中の

リピーター、府中ファンづくりにつなげる。 

３ 補正予算額 ５，０００千円 

 事業費 国費 県費 市債 その他 一般財源 

補正予算額 5,000     5,000※ 

現計予算額       

 

※地方創生臨時交付金対象事業 

補正予算額内訳 事業費 国費 県費 市債 その他 一般財源 

恋しき食イベント 4,000     4,000※ 

食に係る商品開発 1,000     1,000※ 
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資料５ 

 
府中市地域脱炭素推進事業【新規】 

 
 

担当課 政策企画課政策企画チーム 

電話番号 0847-43-7239 

 

１ 事業の目的 

○ 脱炭素社会の実現に向けた世界的な流れが巻き起こっており、我が国においても２０５０

年までに二酸化炭素排出量を半減させるという国際公約のもとカーボンニュートラル、ゼ

ロカーボンの政策が大きな柱として示されている。 

○ 既に経済界においては、自動車産業ではＥＶカーへのシフトといった構造変化への対応、

個々の企業が取引を継続する条件として取引先や融資先から省エネ率達成や再生可能エ

ネルギーへの転換が求められるなど、大きなルールチェンジに直面している。 

○ 産業構造や商取引ルール、雇用・消費行動の変容など市民生活にも影響する大きな構造変

化を、行政・企業・市民を挙げてのムーブメントとして位置付けていく必要がある。 

同時に、林業・農業の再生、山や農地にヒト・モノ・カネが循環する地域経済システムの

仕組みづくりに向けた好機でもある。 

○ カーボンニュートラルという大きな構造変化をチャンスと捉え、二酸化炭素の排出抑制と

吸収源対策の２つの側面を基軸に、府中市としてのカーボンニュートラル政策を構築する。 

 
２ 事業内容 

以下の項目について、府中市の産業構造・地域性等を反映し、かつ実現可能なアウトプッ 

ト（事業構築）を創出する。 

１ 省エネ、再生エネルギー活用、ＤＸ推進など市役所自らの取組の推進 

２ 市内企業の取組や課題解決の後押し支援 

３ 未利用材、間伐材を活用した木質バイオマス 

４ エコ・グリーンビジネスなど、観光・地域振興を組み合わせた農林業の再生 

５ 消費行動、ＣＳＲなど市民・企業参加型の資金調達、資金循環の方策 

 

３ 補正予算額 ５，０００千円 

 事業費 国費 県費 市債 その他 一般財源 

補正予算額 5,000     5,000 

現計予算額       
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資料６ 

総合窓口サービス導入事業【新規】 

担当課 
情報政策課（システム関連） 
総務課（窓口整備） 

電話番号 
0847-43-7242（情報政策課） 
0847-43-7115（総務課） 

１ 事業の目的 

現在の窓口では、証明書発行や異動手続き、各種申請手続きの際に、複数の窓口

で複数枚の申請書の記入が必要となる等、申請の手間や時間を要することが課題と

なっている。また、コロナ禍においては、感染対策等、市役所に出向くことも市民

の負担になっている。 
申請書記入の手間や

時間を改善し、手続き時

間の短縮や来なくても

よい窓口とするため、受

付事務のデジタル化や

ワンストップ化、手続き

のオンライン化を行い、

市民サービスの向上及

び事務の効率化を図る。 

２ 事業内容 

⑴  デジタル窓口・総合申請システム導入事業 

タッチパネルによりデジタルで申請を受け付け、どの申請にも共通する氏名・

住所等の基本情報を各手続き間でデータ連携させることで、窓口処理時間を短縮

するとともに、待ち時間の少ない窓口をつくる。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

転入時手続きイメージ図 
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資料６ 

⑵  市役所庁舎窓口整備事業 

   システム整備に伴い、件数の多い証明書発行窓口の集約化や他課に関連する手

続きのワンストップ案内体制の整備及び相談業務・手続き待合時の利用者のプラ

イバシー確保を目的に、庁舎窓口整備を行う。今予算では、２階窓口レイアウト

の改修及び１階の窓口レイアウト変更に向け準備を進める。 

 ≪２階窓口改修内容≫ 

・税務課：相談窓口へのプライバシー確保、待合スペースの改善 

・税務課相談スペース拡充に伴う関連部署の配置変更 

≪１階窓口検討内容≫ 

・フロア案内機能の導入、証明書発行窓口の集約化 

・おくやみ窓口、転入等住所異動手続きのワンストップ案内窓口の設置 

⑶  手続ガイド導入 

   タブレット端末などを活用した案内ガイドを導入することにより、おくやみ・

異動・生活支援制度など個人の事情に適合する事務手続き（提出物・手続きの流

れなど）へのアクセスを容易にする。 

⑷  行政手続きオンライン化推進事業 

国が実施するマイナンバーカードを利用したマイナポータル（ぴったりサービ

ス）からのオンライン申請手続データを市基幹システムに連携するため、システ

ム改修及びネットワーク整備を行う。整備費用については、総務省【デジタル基

盤改革支援補助金（1/2 補助）】を活用。 

手続きのオンライン化は、子育て・介護関係の主要 26 業務及び転出転入ワン

スップ手続きについて実施する。 

 

３ 補正予算額 ５８，８０７千円 

 事業費 国費 県費 市債 その他 一般財源 

補正予算額 58,807 13,365    45,442 

現計予算額       

 

※地方創生臨時交付金対象事業 

補正予算額内訳 事業費 国費 県費 市債 その他 一般財源 

デジタル窓口・総合申請シ

ステム導入事業 
21,450     21,450※ 

市役所庁舎窓口整備事業 7,262     7,262※ 

手続ガイド導入 3,365     3,365※ 

行政手続きオンライン化

推進事業 
26,730 13,365    13,365 
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資料７ 
マイナンバーカード取得促進事業【拡充】 

 
担当課 市民課市民年金係  

電話番号 0847-43-7127 

 

１ 事業の目的 

  マイナンバーカードについては、国が今年度末での１００％交付を目指している

中、府中市では令和４年７月末時点で申請率が４３.０５％に留まり、全国、県の平

均申請率を下回っている。 

そこで、国のポイント付与が９月末で終了する後においても引き続きマイナンバ

ーカード取得申請へのインセンティブを保持し、９月末時点での申請率６５％、さ

らには年度末の申請率１００％を目指し、マイナンバーカードの取得を促進する。 

２ 事業内容 

マイナンバーカードの手続きがより容易になるよう申請受付、カードの交付事務、

マイナポイント付与のサポート業務といった窓口体制を強化する。 

また、国のポイント付与の終了後、１０月以降のマイナンバーカードの新規取得

申請者に交付金を給付するとともに、取得促進の広報、ＰＲを積極的に行う。 

⑴ 申請窓口の拡充 

①平日夜間窓口（19:30 まで）を木曜日に加え、金曜日も開設 

②庁舎外常設窓口を府中天満屋、上下町に設置 

③休日の庁舎外窓口を府中天満屋などに設置 

④公民館などで申請を受け付ける巡回窓口の設置 

⑤企業単位での申請出張窓口 

⑥携帯ショップと提携した申請受付 など 

⑵ 独自施策 

10 月 1 日以降、Ｒ5年 3月 31 日までの申請者に対して 5,000 円/人の現金給付 

⑶ 広報・ＰＲの強化 

  市広報、各種会報誌、チラシ、市ＨＰ、ＭＹふちゅうなどを活用し、次のこと

を広く周知する。 

①マイナポイント付与 

②各種証明書のコンビニ交付等の利便性 

③マイナンバーカード健康保険証の利用対応医療機関・薬局名 など 

３ 補正予算額 ７０，６３２千円 

 事業費 国費 県費 市債 その他 一般財源 

補正予算額 70,632 5,632    65,000※ 

現計予算額 7,280 7,280     

 

  ※地方創生臨時交付金対象事業 

補正予算額内訳 事業費 国費 県費 市債 その他 一般財源 

促進体制の強化 5,632 5,632     

現金給付事業 65,000     65,000※ 
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資料８ 

 
町内会アプリトライアル事業【新規】 

 
担当課 総務課、情報政策課 

電話番号 0847-43-7115 

１ 事業の目的 

近年、特に防災・地域福祉分野において、地域コミュニティのさらなる活動が期待され

る中、高齢化の進行や、単身世帯、女性・高齢者雇用の増加等のライフスタイルの変化、

町内会等の活動や運営方法が現代に必ずしもマッチしていないこと等を背景に、加入率の

低下、担い手不足が深刻化するとともに、コロナ禍によりさらにその活動に制約がかかっ

ている。 

町内会活動における情報共有のためのプラットフォームを構築することにより、町内会

における住民間の情報共有や行政・住民間の情報共有等を効率化して、負担を軽減すると

ともに、住民ニーズに対応した新たなサービス提供を可能とするための地域活動のデジタ

ル化の推進を図る。 

 

２ 事業内容 

町内会における住民間及び行政・住民間の情報共有を可能とするモバイルアプリ

の導入を検討する。令和４年度については、導入を希望する市内６町内会にて試験

的な運用（トライアル）を実施し、効果的な運用方法やメニュー・機能の検討を行

う。 

また、トライアルの効果を検証した上で、希望する市内全町内会による令和５年

度からの本格運用開始を目指す。 

≪想定する主な機能≫ 

〇電子回覧板 

〇災害時の安否確認 

〇総会やイベント等の出欠確認 

〇市公式アプリ「Ｍｙ府中」との連携 

 

３ 補正予算額 １，２０１千円 

 事業費 国費 県費 市債 その他 一般財源 

補正予算額 1,201     1,201※ 

現計予算額       

※地方創生臨時交付金対象事業 
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