
参考資料第５４～５６号議案

第１　第５４号議案【令和４年度一般会計補正予算（第６号）】
１　予算概要 （単位：千円）

①「一般財源」の説明
  ・繰入金  4,346

２　一般会計

(1)  新型コロナウイルス感染症関連 （単位：千円）

第２　第５５号・第５６号議案【令和４年度一般会計補正予算（第７号）及び令和４年度介護保険事業特別会計補正予算（第１号）】
１　予算概要 （単位：千円）

① ②

①「その他」の説明 ②「一般財源」の説明

  ・繰入金　20,934 ・繰入金　 64,728

・繰越金　314,865

２　一般会計

(1)  新型コロナウイルス感染症関連

ア　事業支援 （単位：千円）

イ　生活支援 （単位：千円）

ウ　感染防止 （単位：千円）

① 4,346

1,760,248 4,346

4,660

0 0 0 4,346

当　　初
３月補正（追加）から
６月補正（追加）まで

９月補正
（初日）

A B C

補正後予算額

A+B+C国・県支出金 市　　債 そ の 他 一般財源

C　　の　　財　　源　　内　　訳

41,919,934

25,121,000

8,576,838

4,419,253

4,157,585

1,026

教　育　費

368

公立保育所運営 828

小学校施設整備 12,600

体育施設整備 12,051 11,025

318

118

212 106

目　的　及　び　内　容

市　債国・県支出金

民　生　費

4,250 4,250

民間保育所運営費補助金

のぞみ学園管理運営 118

そ の 他 一般財源

5,538

財　　源　　内　　訳

国・県支出金 市　債

828

野外活動センター施設管理 4,343

衛　生　費

インフルエンザの発症や重症化を予防することで、新型コロナウイルス感染
症との同時流行を抑制し、市民の健康の維持・増進と医療機関への負担軽減
を図るため、妊婦、生後６か月から中学校３年生までの子ども及び基礎疾患
のある方を対象に、インフルエンザ予防接種費用の一部を助成するもの。

予防接種 27,164 27,164

スポーツ施設及び野外活動センターにおける新型コロナウイルス感染防止対
策のため、ふるさと納税等を原資とした「新型コロナウイルス感染症対策基
金」から繰入れし、トイレの洋式化及び手洗い場の自動水栓化を実施するも
の。

合　　　計

98.3%下 水 道 事 業

104.2%介 護 保 険 事 業

地域交流センター管理運営

103.9%

区　　分 事　　業　　名
そ の 他 一般財源

総　務　費

補　正　額
財　　源　　内　　訳

区　　分 事　　業　　名 補　正　額

122.6%

109.5%

地域産業振興

財　　源　　内　　訳

特　 別　 会　 計

10,873,912

8,576,838

4,419,253

令和４年度　　９月補正予算（案）概要

対前年同期比

対前年同期比

特　 別　 会　 計 103.1%

一　 般　 会　 計 40,160,000

25,121,000

1,755,588 4,346

122.6%

企　 業　 会　 計

一　 般　 会　 計 103.2%

衛　生　費

目　的　及　び　内　容
国・県支出金 市　債 そ の 他 一般財源

4,346 4,346

水 道 事 業 4,416,253

4,155,925

3,000

1,660

緊急生活支援

102.1%

新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、自宅療養者が増加し買物代行等の需
要が高まることが想定されるため、市民が安心して療養できるよう、緊急生
活支援事業に係る委託料を増額するもの。

水 道 事 業

下 水 道 事 業 98.3%

区　　分 事　　業　　名 補　正　額
財　　源　　内　　訳

企　 業　 会　 計

103.4%

合　　　計

8,572,178

73,853,178

109.5%

103.2%75,617,772

4,157,585

D　　の　　財　　源　　内　　訳当　　初 ３月補正（追加）から
６月補正（追加）まで

９月補正
（初日）

９月補正

A B C そ　の　他 一般財源

補正後予算額

A+B+C+D

42,349,272

25,189,912

国・県支出金 市　債

4,155,925

1,755,588

4,660

3,000

1,660

D

40,160,000

25,121,000

10,805,000

8,572,178

4,416,253

4,346

68,912

429,338

68,912

68,912

20,934 379,59328,811

68,912

20,934 448,505 76,116,022

目　的　及　び　内　容
国・県支出金

73,853,178 1,760,248 4,346 498,250 28,811 0

市　債 そ の 他 一般財源

400

200

新型コロナウイルス感染症及び原油価格・物価高騰対策として、県支出金を
受け、給食費の値上げをすることなく栄養バランスや量を確保した給食を提
供するため、事業者へ補助金を交付するもの。

新型コロナウイルス感染症及び原油価格・物価高騰対策として、給食費の値
上げをすることなく栄養バランスや量を確保した給食を提供するため、賄材
料費または委託料の増額を行うもの。

新型コロナウイルス感染症の影響下にある事業者を支援するため、瀬戸市地
域産業振興会議へ負担金を支出し、事業者が新商品を開発する際の費用の助
成、セミナーの開催、相談窓口の拡充等を行うもの。

商　工　費

事　　業　　名区　　分 補　正　額

4,120

5,538

6,180

目　的　及　び　内　容

2,060

3,975

地域型保育事業所運営費等補助金

特別支援学校施設管理 200

地域交流センターにおける新型コロナウイルス感染防止対策のため、オンラ
イン会議やリモート講座を行うことができるＷｉ－Ｆｉ環境を整備するも
の。また、情報漏洩を防止するため、セキュリティ機能の強化を行うもの。

2,0702,070

400
小中学校及び特別支援学校における新型コロナウイルス感染症防止対策のた
め、換気の実施及びマスクを着用したまま活動ができるよう、コミュニティ
スクールで使用する協働室に空調設備を設置するもの。

12,600

中学校施設整備

保育所管理運営
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参考資料第５４～５６号議案

(2)  その他の主な内容 （単位：千円）

(3)  繰越明許費

 戸籍情報システム改修事業、資源リサイクルセンター管理運営事業、校外学習事業

(4)  債務負担行為の追加

 ごみ処理基本計画策定業務委託

３　特別会計
(1)  介護保険事業特別会計

 令和３年度の国庫支出金等の精算による、返還金の補正を行うもの。

令和５年度から業務開始予定の戸籍事務内連携に対応するため、国庫補助金
を受け、戸籍情報システムの改修を行うもの。

庁舎施設管理

商　工　費

企業団地環境整備

9,402

一般管理（戸籍情報システム改修） 23,508 23,508

11,500

区　　分

民　生　費

総　務　費

シャトルバス運行実証実験 11,500

子育て総合支援センター運営

1,000 1,000

434 434

道の駅管理運営

23,626

3,000

子ども・若者総合支援金

環境への配慮及び道の駅の瀬戸しなのの利便性向上のため、施設内照明のＬ
ＥＤ化、電気自動車用充電スタンドの設置、食堂のイス・テーブル等一式の
更新を行うもの。

子どもの権利について広く周知するため、「子どもの今・未来応援基金」か
ら繰入れ、啓発に使用するためのパンフレットの作成を行うもの。

虐待や経済的な問題等により困難を抱える子ども・若者の支援のため、「子
どもの今・未来応援基金」から繰入れ、子ども・若者総合支援金として補助
金を交付するもの。

23,626
穴田企業団地下水処理施設の廃止に伴い、企業団地住宅が戸別浄化槽に切り
替える際に必要な費用等の一部を、穴田企業団地協議会へ負担金として支出
するもの。

25,557

6,402

3,596

消防団員の処遇改善を図るため、報酬の増額に必要となる費用を計上するも
の。また、地域防災力の要となる消防団への加入を促進するため、県支出金
を受け、消防団キャラクターを活用した電車広告等の広報展開を行うために
必要な費用を計上するもの。

57,300
陣屋線の一部供用開始に伴い、交通量の増加が見込まれる陣屋川線の整備を
行うため、測量・設計委託費や事業用地取得費・工事費等の費用を計上する
もの。

1,500

消防団装備管理

57,300陣屋川線整備

729

ジブリパークの開園に合わせ、ジブリ作品への関心を高めるため、学校図書
室にジブリコーナーを新設するほか、パークを校外学習先として積極的に活
用するため、入場料等の費用を計上するもの。

一般管理（ジブリパーク関連）

消　防　費

教　育　費

6,859
野外活動センターの利用環境の向上のため、老朽化したアスレチック設備を
更新するもの。

野外活動センター施設管理 6,859

愛知県教育委員会からの委託を受け、水野小学校においてキャリア教育の視
点を取り入れた体験学習に取り組むもの。キャリアスクールプロジェクト推進 70 70

25,557

4,325

8,000
市民の安全確保及び交通における利便性向上のため、交通安全施設の整備を
行うほか、ふるさと納税を原資とした「ふるさと応援基金」から繰入れし、
通学路の整備を行うもの。

交通安全施設等設置 9,500

事　　業　　名

3,366 3,366
環境負荷の少ない電気自動車の利用促進及び市庁舎の利便性向上のため、駐
車場に市民及び公用車用の充電スタンドを設置するもの。

目　的　及　び　内　容
国・県支出金 市　債 そ の 他 一般財源

ジブリパークの開園に合わせ、最適な移動方法を検討するため、市内とパー
クを結ぶシャトルバスを実験的に運行し、利用状況を調査するために必要な
費用等を計上するもの。

補　正　額
財　　源　　内　　訳

土　木　費

特別支援学校施設管理
（デジタル田園都市国家構想推進交付金）

8,000 8,000
特別支援教育における児童・生徒の学習環境向上のため、学級間での交流や
大学有識者とWeb巡回相談を行うための大型提示装置を購入するもの。

－15－ 　　　　　　　.


