
Ⅰ．一般会計補正予算（案）　第５号について

１．補正予算（案）の規模
（単位：千円）

※令和3年度は、12月提出（補正予算（第8号）、補正予算（第9号）、補正予算（第10号））分の合計

２．補正予算（案）

（１）歳出予算の概要

（単位：千円）

事業

事業

事業

（ⅱ）　事業進捗等によるもの 事業

（ⅲ）　人件費 事業

事業

（２）歳入予算の概要

令和４年度１２月補正予算（案）について

一般会計 令和4年度 令和3年度 対前年度伸び率

区　分 対応状況

（ⅰ）　新型コロナ対策・原油価格・物価高騰対策に伴うもの 4 817,991

合　計 154,432,716 153,968,718 0.3%

現計予算 153,234,085 150,031,265 2.1%

補正予算(第5号) 1,198,631 3,937,453 ▲ 69.6%

7 228,302

①　感染症予防対策 2 477,302

②　物価高騰対策 2 340,689

（単位：千円）

項　目 金　額

1 152,338

合　計 12 1,198,631

国庫支出金 234,977

うち地方創生臨時交付金 221,166

繰越金 471,726

県支出金 445,672

諸収入 46,256

合　計 1,198,631

市長定例記者会見資料
令和4年11月24日
総合政策部 財政課

※
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（３）補正予算（案）に計上している事業

（ⅰ）　新型コロナ対策・原油価格・物価高騰対策に伴うもの

①　感染症予防対策 （単位：千円）

2

②　物価高騰対策 （単位：千円）

1

2

（ⅱ）　事業進捗等によるもの （単位：千円）

1

2

3

4

5

6

7

健康福祉部

新型コロナウイルス感染症公費負
担医療給付費

新型コロナウイルス感染症陽性患者の入院費の自己
負担額を公費負担する扶助費

99,740

マイナンバーカードを利用して医療扶助の資格確認を
行うためのシステム改修に係る委託料など

3,673

過誤納金その他返還金等 市税の返還金など 131,000 市民文化部

健康福祉部

庁舎管理費
新型コロナウイルス感染症の第7波の影響などによる保
健所業務の増加に伴い不足する電話代を増額するも
の

16,300 総務部

予防接種健康被害救済給付金 予防接種による健康被害救済のための給付金 44,525

生活保護総務費

特別障害者等手当
特別障害者手当及び障害児福祉手当の受給者が当
初見込みを超えたため増額するもの

16,007

事業名 事業内容 事業費 所管

新型コロナウイルス感染症の流行の第8波に備えて、
健康フォローアップの体制を強化するための委託料な
ど

928,562

合計（2事業） 477,302

30,087 子ども未来部

事業名 事業内容 事業費 所管

合計（2事業） 340,689

新型コロナ対策・原油価格・物価高騰対策に伴うものの合計〔4事業〕
（①＋②）

817,991

事業名 事業内容 事業費 所管

将来を担う農業者育成支援事業
49歳以下の新規就農者が行う、機械・設備等の導入
等に対する補助金

16,797 農政部

補助幹線道路整備事業
（他5事業）

事業の進捗に合わせ各道路整備事業の事業費の組
み替えを行うもの

－ 都市建設部

合計（7事業） 228,302

新型コロナウイルス感染症予防対
策費

1

庁舎管理費等（電気代等）
電気代等の高騰の影響による光熱水費等の不足分を
増額するもの

310,602
総務部等

（各施設所管）

陽性者の全数把握の見直しに伴い、濃厚接触者等行
政検査を縮小することとなったため、関連経費を減額
もの

▲ 551,000

保育所等物価高騰対策事業
電力価格等が高騰する中で、教育・保育サービスが維
持されるよう、保育所等に対して光熱費の一部を助成
する。
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（ⅲ）　人件費 （単位：千円）

1

○繰越明許費（追加）

4事業 （単位：千円）

1

2

3

4

○繰越明許費（変更）

1事業 （単位：千円）

1

○債務負担行為（追加）

4事業 （単位：千円）

1

2

3

4

消防団車両更新事業 － 64,695

事業名 補正前　金額 補正後　金額

道路新設改良事業 412,000 465,000

期　間 限度額

中学校給食支援事業 令和５年度

マイナンバー関連事業 令和５年度 99,432

特別支援学校給食支援事業 令和５年度 213

事　項

33,478

事業名 事業内容 事業費 所管

人件費
人事院勧告や災害対応、新型コロナウイルス感染症
対応に伴う人件費の不足分を補正するもの

152,338 総務部

合計（1事業） 152,338

鉄道利用促進事業 － 113,000

事業名 補正前　金額 補正後　金額

庁舎管理費 － 1,793

中心拠点・地域生活拠点整備事業 － 24,000

小学校給食支援事業 令和５年度 35,276
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Ⅱ．特別会計補正予算（案）について

競輪事業特別会計補正予算（案）・第2号

１．補正予算（案）に計上している事業

○債務負担行為（追加）

2事業 （単位：千円）

1

2

卸売市場事業特別会計補正予算（案）・第2号

１．補正予算（案）に計上している事業 （単位：千円）

1

介護保険事業特別会計補正予算（案）・第3号

１．補正予算（案）に計上している事業 （単位：千円）

1

農業集落排水事業特別会計補正予算（案）・第1号

１．補正予算（案）に計上している事業 （単位：千円）

1

万博協賛競輪業務委託料 令和4年度～令和5年度 27,000

事業費 所　管

電気代等の高騰の影響による光熱水費の不足分を増
額するもの

5,561 上下水道部

事業内容

事　項 期　間 限度額

万博協賛競輪広告料 令和4年度～令和5年度 5,000

事業名 事業内容 事業費 所　管

事業名 事業内容 事業費 所　管

合計（1事業） 5,561

事業名

施設維持費

合計（1事業） 27,225

介護給付費準備基金積立金 令和３年度の決算剰余金の基金への積立金 111,954 健康福祉部

合計（1事業） 111,954

一般管理費
電気代等の高騰の影響による光熱水費の不足分を増
額するもの

27,225 農政部
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Ⅲ．公営企業会計補正予算（案）について

水道事業会計補正予算（案）・第1号

１．補正予算（案）に計上している事業 （単位：千円）

1

下水道事業会計補正予算（案）・第2号

１．補正予算（案）に計上している事業 （単位：千円）

1

2

○継続費（変更）

1事業 （単位：千円）

担当課 総合政策部財政課

担当者名 物部・古賀・伊藤

電話番号 ０９４２－３０－９１１７

　　（公営企業会計に関する問い合わせ先）

担当課 上下水道部　総務

担当者名 藤原・牛嶋

電話番号 ０９４２－３０－８５０４

事　項 期　間
年割額

変更前 変更後

1
下弓削川・江川流域浸水対策事業
（御幣島公園）

R4 247,140 247,140

R5 367,200 503,200

総　額 614,340 750,340

事業名 事業内容

64,875

事業費 所　管

営業費用（動力費）
電気代等の高騰の影響による光熱水費の不足分を増
額するもの

64,875 上下水道部

合計（1事業）

事業名 事業内容 事業費 所　管

営業費用
（下水道管路施設維持事業）

下水道管破損に起因した道路陥没事故の復旧による
修繕費及び委託費の不足分を増額するもの

48,000

上下水道部

営業費用（動力費）
電気代等の高騰の影響による光熱水費の不足分を増
額するもの

73,060

合計（2事業） 121,060
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