
既決予算額 19,325,764 千円

補正計上額 412,635 千円

補正後の額 19,738,399 千円

（単位：千円）

国・県費 起債 その他 一般財源

自治振興費 総務課 一般コミュニティ助成事業 6,900 6,900 0

生活支援ウッピー商品券配布事業 122,108 122,108 0

移住定住促進事業 1,320 1,320 0

人事課 1,859 1,859 0

厚生保護課 124,456 124,456 0

児童措置費
コロナ禍における原油価格・物価高騰対策事
業（しらゆり保育園）

813 813 0

児童福祉施設費
コロナ禍における原油価格・物価高騰対策事
業（こども園・保育園）

2,162 2,162 0

人事課 11,577 11,577 0

82,880 81,922 958

新型コロナウイルス検査促進支援事業 1,350 1,350 0

商工振興費 商工産業課 原油価格高騰緊急経済対策支援 31,670 16,563 15,107 0

企業版ふるさと納税活用事業（プロスポーツ
連携イベント）

880 880

大和高原スポーツツーリズム推進プロジェク
ト
【大学軟式野球大会推進事業】

295 295

大和高原スポーツツーリズム推進プロジェク
ト
【全国還暦野球大会推進事業】

2,015 2,015

産業振興
センター費

商工産業課
毛皮革産業振興協議会負担金（高付加価値事
業）

2,691 2,691

消防費 災害対策費 危機管理課
コミュニティ助成事業（地域防災組織育成助
成事業）

1,600 1,600 0

事務局費 教育総務課 学校図書館の振興に向けた調査研究事業 340 340 0

保健体育総務費 生涯学習課
企業版ふるさと納税活用事業（市民スポーツ
振興）

990 912 78

体育施設費 総合体育館 企業版ふるさと納税活用事業（器具等購入） 10,188 10,188 0

学校給食費 学校給食センター
コロナ禍における原油価格・物価高騰対策事
業（小学校・中学校）

6,541 6,541 0

412,635 369,661 0 36,057 6,917

（単位：千円）

国・県費 起債 その他 一般財源

衛生費
国庫負担金

健康増進課
新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担
金

34,354 34,354 0

総務費
国庫補助金

財政課
新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時
交付金

149,507 149,507 0

民生費
国庫補助金

厚生保護課
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金
給付事業費補助金

126,315 126,315 0

衛生費
国庫補助金

健康増進課
新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事
業補助金

59,145 59,145 0

県
支出金

教育費県委託金 教育総務課
小学校費委託金（学校図書の振興に向けた調
査研究事業委託金）

340 340 0

寄附金 総務費寄附金 総合政策課 まち・ひと・しごと創生寄附金 11,100 11,100 0

繰入金
ふるさと応援
基金繰入金

総務課 ふるさと応援基金繰入金 16,457 16,457 0

繰越金 繰越金 財政課 前年度繰越金 6,917 6,917

総務課 自治総合センターコミュニティ助成金 6,900 6,900 0

危機管理課
自治総合センターコミュニティ助成金（防災
関係）

1,600 1,600 0

412,635 369,661 0 36,057 6,917

0 0 0 0

財　　源　　内　　訳

事　業　概　要　等

総務費

・コミュニティ活動に係る備品整備（桐山自治会・
向渕自治会・駒帰自治会）

まちづくり
支援費

地域振興課

・全市民に対し、一人当たり一律3,500円分の市内
で利用できる商品券を配布

・仮想空間「メタバース」を利用した移住交流・相
談

令和4年第2回定例会　各会計補正予算の概要

1.一般会計補正予算（第2号）　　　　　　　　　　　　　　

歳　出

款 目 部署 項　　目 補正額

報道資料４

衛生費 予防費

新型コロナウイルスワクチン接種事業

・新型コロナワクチン接種に伴う人件費（会計年度
任用職員報酬・時間外勤務手当等）

健康増進課

・４回目の新型コロナウイルスワクチン接種に係る
経費

・抗原検査を実施する市内事業所（調剤薬局等）に
対して、検査1件あたり1,000円を助成

民生費

社会福祉総務費
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金
給付事業

・臨時特別給付金事業に伴う会計年度任用職員人件
費

・令和４年度非課税世帯に対し、臨時特別給付金を
給付（1世帯につき10万円）

こども未来課

・賄材料費高騰に直面する保護者の負担軽減（しら
ゆり保育園）

・賄材料費高騰に直面する保護者の負担軽減（こど
も園・保育園）

・災害時に備えた資機材の購入（赤瀬自治会自主防
災会）

教育費

・児童の読書習慣の定着化を図る

・市内小中学生を対象としたプロバスケットボール
選手との交流会を開催

・移動式バスケットゴール及びスポーツ競技用車い
すの購入

・賄材料費高騰に直面する保護者の負担軽減（小学
校・中学校）

商工費

・原油価格高騰により影響を受ける市内業者を支援
（上限40万円）

観光課 観光課

・プロバスケットボールチームイベントを本市（総
合体育館）で開催し、交流人口の増加、チーム及び
本市のPRにつなげる

・インカレ大学軟式野球をほっともっとフィールド
神戸で開催することが可能になったため

・おじいちゃんの甲子園大会を阪神甲子園球場で開
催することが可能になったため

・毛皮革産業振興のため毛皮革産業振興協議会が実
施する事業に対する負担金及び職員旅費

合　　　　　　　　　　　　　　　　　計

上記事業に係る充当財源の状況

款 目 部署 項　　目 補正額

財　　源　　内　　訳

諸収入 雑入

備　　考

国庫
支出金

合　　　　　　　　　　　　　　　　　計



1．収益的収入及び支出

既決予算額 4,108,936 千円

補正計上額 4,785 千円

補正後の額 4,113,721 千円

（単位：千円）

国・県費 起債 その他 一般財源

病院事
業費用 給与費 経営企画課 特殊勤務手当、管理職特別勤務手当 4,785 4,785 0

4,785 0 0 4,785 0

（単位：千円）

国・県費 起債 その他 一般財源

他会計補助金 地方公営企業法第17条の3に基づく補助 261 261 0

その他
医業外収益

新型コロナウィルスワクチン集団接種委託料 4,977 4,977 0

5,238 0 0 5,238 0

既決予算額 11,600 千円

補正計上額 257,611 千円

補正後の額 269,211 千円

（単位：千円）

国・県費 起債 その他 一般財源

前年度
繰上充
用金

前年度
繰上充用金

人権推進課 前年度繰上充用金 #### 257,611 0

#### 0 0 257,611 0

（単位：千円）

国・県費 起債 その他 一般財源

諸収入 雑入 人権推進課 回収管理組合返戻金 #### 257,611 0

#### 0 0 257,611 0

既決予算額 81,000 千円

補正計上額 5,786 千円

補正後の額 86,786 千円

（単位：千円）

国・県費 起債 その他 一般財源

前年度
繰上充
用金

前年度
繰上充用金

健康増進課 前年度繰上充用金 5,786 5,786

5,786 0 0 0 5,786

（単位：千円）

国・県費 起債 その他 一般財源

一般被保険者国
民健康保険診療

収入

現年度診療収入 800 800

社会保険診療報
酬収入

現年度診療収入 460 460

後期高齢者医療
診療収入

現年度診療収入 3,900 3,900

一部負担金 現年度診療収入 500 500

その他診療報酬
収入

現年度診療収入 126 126

5,786 0 0 0 5,786

2.市立病院事業特別会計補正予算(第１号)　

支出の部

款 目 部署 項　　目 補正額
財　　源　　内　　訳

財　　源　　内　　訳
備　　考

病院事
業収益

経営企画課

事　業　概　要　等

・４回目の新型コロナウイルスワクチン接種に係る
手当

合　　　　　　　　　　　　　　　　　計

収入の部

款 目 部署 項　　目 補正額

財　　源　　内　　訳
事　業　概　要　等

・令和3年度の歳入に不足が生じるため、令和4年度
から繰上充用を実施

合　　　　　　　　　　　　　　　　　計

歳　入

合　　　　　　　　　　　　　　　　　計

3.住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算(第1号)〔専決〕

歳　出

款 目 部署 項　　目 補正額

備　　　考

合　　　　　　　　　　　　　　　　　計

4.国民健康保険事業（診療施設勘定）特別会計補正予算(第1号)〔専決〕

款 目 部署 項　　目 補正額
財　　源　　内　　訳

財　　源　　内　　訳
事　業　概　要　等

・令和3年度の歳入に不足が生じるため、令和4年度
から繰上充用を実施

合　　　　　　　　　　　　　　　　　計

歳　入

歳　出

款 目 部署 項　　目 補正額

合　　　　　　　　　　　　　　　　　計

備　　　考

診療
収入

健康増進課

款 目 部署 項　　目 補正額
財　　源　　内　　訳


