
1.補正予算案議会上程予定日

2.予算規模 単位：千円

当初予算 補正前の額 今回補正額 補正後の額

24,000,000 24,171,659 162,389 24,334,048

100.00% 100.72% 0.68% 101.39%

6,384,305 6,384,305 330 6,384,635

100.00% 100.00% 0.01% 100.01%

9,158,376 9,158,376 0 9,158,376

100.00% 100.00% 0.00% 100.00%

39,542,681 39,714,340 162,719 39,877,059

100.00% 100.43% 0.41% 100.85%

※企業会計の予算額は、収益的支出と資本的支出の合計額を表示しています。

3.会計別 単位：千円

会　計　区　分 補正号数 当初予算 補正前の額 今回補正額 補正後の額

一般会計 第3号 24,000,000 24,171,659 162,389 24,334,048
国民健康保険事業特別会計 第1号 4,578,100 4,578,100 330 4,578,430

総　　　　　計 162,719

4.概要

5.補正予算の主な内容

 (1) 一般会計

　①歳入歳出予算補正

ア．歳入 単位：千円

歳入の区分 補正予算額 担当課

国庫支出金 54,192

52,689 企画政策課

1,503 市民自治推進課

県支出金 72

72 市民自治推進課

繰入金 60,425

53,277 財政課

△ 1,575 市民自治推進課

8,723 財政課

市債 47,700

47,700 財政課

歳入合計 162,389

　令和４年度　愛知県新城市の補正予算案の概要（No.3）　　

令和4年6月9日

会　　計　　区　　分

　今回の補正予算案は、新型コロナウイルス感染症に関する対策及び当初予算編成後に生じた事情な
どにより、早期に取り組むことが必要になった事業を行うために編成した。
　予算補正を行う会計は、２会計である。
・一般会計
・国民健康保険事業特別会計

主な歳入内容

国庫補助金

新型コロナウイルス感染症対応地方
創生臨時交付金

外国人受入環境整備交付金

県補助金

地域日本語教育推進補助金

基金繰入金

財政調整基金繰入金

国際交流基金繰入金

新型コロナウイルス感染症対策基金繰入金

市債

学校給食施設改築事業

一　　　般　　　会　　　計

特　　　別　　　会　　　計

企　　　業　　　会　　　計

総　　　　　　　計
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 イ．歳出 ◎：新型コロナウイルス感染症対策関連事業 単位：千円

事業名 補正予算額 担当課

（総務費）

訴訟事務経費 1,624 行政課

新城まちなみ情報セン
ター管理事業

14,953
市民自治推
進課

車両管理事業 330 行政課

水源地域対策事業 725 企画政策課

公共バス運行事業 3,635
公共交通対
策室

（民生費）

社会福祉施設等施設整
備事業

20,703 福祉課

◎ 放課後児童対策事業 3,734 こども未来課

子育て世帯への臨時特
別給付金給付事業

917 こども未来課

◎
保育所管理事業（新型
コロウイルス対策）

2,705 こども未来課

保育所管理事業 457 こども未来課

◎
おおぞら園管理運営事
業

97 こども未来課

◎ 児童館運営事業 163 こども未来課

◎
地域子育て支援セン
ター運営事業

171 こども未来課

（衛生費）

埋立処分場維持管理事
業

1,514 生活環境課

（農林水産業費）

◎
①

農作業省力化支援事業 30,000 農業課

◎
②

燃油価格高騰対策支援
事業

2,731 農業課

（教育費）

小学校管理事業 4,971 教育総務課

③
◎

トイレ洋式化事業 17,149 教育総務課

中学校管理事業 1,218 教育総務課

◎ 衛生管理事業 3,960 学校教育課

④ 学校給食施設改築事業 50,632 教育総務課

歳出合計 162,389

主な事業内容

作手小学校建設工事に伴う井戸渇水に対する損害
賠償金

外壁補修工事

道路交通法施行規則の一部改正に伴うアルコール
検知器の購入

名号温泉施設の利活用に向けた不動産鑑定及びプ
ロポーザル評価委員会開催経費

バス修繕料の増
地域公共交通計画の推進に係る委託

社会福祉施設等施設整備補助金

長期休みの利用者増加に伴うクラス増加費用
職員用抗原検査キットの購入

過年度分事業費の確定精算に伴う国庫支出金の返
還金

職員用抗原検査キットの購入
玩具等消毒用機材の購入

施設修繕料の増

職員用抗原検査キットの購入
玩具等消毒用機材の購入

職員用抗原検査キットの購入
玩具等消毒用機材の購入

職員用抗原検査キットの購入
玩具等消毒用機材の購入

自走式破砕機及び油圧ショベル修繕

農作業省力化支援事業補助金

茶栽培農家に対する燃油価格高騰対策支援金

漏水修繕（新城小）、仮設水道管撤去（作手小）
施設構造体耐久性調査（10校、20棟・継続費）

トイレ洋式化に伴う工事実施設計業務

施設構造体耐久性調査（６校、11棟・継続費）

教職員用抗原検査キットの購入

受入施設改修工事に伴う敷地境界確定業務及び地
質調査業務
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② 継続費補正

追加内容 単位：千円

款 項 総額 年度 年割額

令和4年度 3,581

令和5年度 8,307

令和4年度 1,218

令和5年度 5,353

③ 繰越明許費補正

追加内容 単位：千円

款 金額

９ 消防費 2,400

④ 地方債補正

 変更内容 単位：千円

補正前 補正後

69,200 116,900

2,504,000 2,551,700

（2）国民健康保険事業特別会計

① 歳入 単位：千円

歳入の区分 補正予算額 担当課

県支出金 330 県補助金

特別調整交付金分 330 保険医療課

歳入合計 330

② 歳出 単位：千円

事業名 補正予算額 担当課

（総務費）

給付一般事務経費 330 保険医療課

歳出合計 330

事業名

項 事業名

１ 消防費 防災資機材等整備事業

限度額

学校給食施設改築事業

地方債合計

主な歳入内容

主な事業内容

高齢受給者証等の性別欄削除に係るシステム改修

10 教育費 ２ 小学校費 小学校管理事業 11,888

10 教育費 ３ 中学校費 中学校管理事業 6,571

項目
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①

人との接触機会の減少や密回避、農作業の省力化に繋がる

農業機械等の導入を支援します。

コロナ禍において、「新しい生活様式」に対応した農業生産を支援するため、国や県の

事業では補助対象にならない市内認定農業者などを幅広く対象とし、人との接触機会の減

少や密回避、農作業の省力化に繋がる農業機械等の導入を支援します。

【交付要件】

１ 補助対象者

・市内認定農業者・認定新規就農者、市内在住の３戸以上で構成された農業団体で新城

市に納税義務があり、市税を滞納していないもの。

２ 補助金額

・補助対象経費の２分の１以内（補助額上限2,000千円）

３ 予 算 額 ３0,000千円

・財 源 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 ３0,000千円

４ 補助対象となる事業

・人との接触機会減少や密回避、農作業の省力化に繋がる農業機械等の導入（例：農業

用ドローン、ラジコン草刈機、アシストスーツ、水管理システム、野菜収穫機・調整

機・包装機等）、既存施設の改修（自動環境制御装置、自動灌水装置、レール式消毒装

置等）、その他市長が認めるもの。

５ 事業のスケジュール

・募集期間 ７月下旬～８月中旬（予定）

問合先 産業振興部農業課 課長 加藤 （電話２３－７６３２）

新 規

市独自

６款 － １項 － ３目 （農業振興費）

農作業省力化支援事業
予算額

３０，０００千円
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②

経営環境が悪化した茶生産農家を支援します

新型コロナウイルスの感染拡大や国際情勢の影響により燃油価格が高騰する中、

国・県の支援策には合致しない経営環境が悪化した茶生産農家に対し、支援金を交付

します。

1 交付対象者

茶生産農家

２ 交付額

Ａ重油の購入費に対し、基準額を超過した分の１／２を上限に支給。

３ 対象期間

令和４年４月から令和４年１０月分まで

４ 支給時期

１回目交付：令和４年 ８月

２回目交付：令和４年１２月

５ 予算概要

燃油価格高騰対策支援金 ２，７３１千円

６ 財源

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 ２，７３１千円

問合先 産業振興部農業課 課長 加藤（電話０５３６－２３－７６３２）

新 規

全額国庫負担

６款 － １項 － ３目（農業振興費）

燃油価格高騰対策支援事業
予算額

２，７３１千円
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③

小学校のトイレ洋式化の実施設計業務委託を行います。

小学校における新型コロナウイルス感染防止対策として、日常使用される児童用・

職員用トイレを洋式化するための実施設計業務の委託を行います。

１ 対象校

小学校７校（新城小・千郷小・東郷西小・東郷東小・舟着小・八名小・庭野小）

２ 実施期間

令和４年７月から令和５年３月まで

３ 予算概要

トイレ洋式化工事実施設計業務 １７，１４９千円

４ 財源

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 ８，４２６千円

新型コロナウイルス感染症対策基金繰入金 ８，７２３千円

問合先 教育部教育総務課 課長 原田（電話０５３６－２３－７６３３）

新 規

１０款 － ２項 － １目 （学校管理費）

トイレ洋式化事業 予算額 １７，１４９千円
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④

受入校の測量調査を行います。

現給食室を給食受入施設に改修するための受入校の測量、調査を行います。

ダイオキシン調査業務委託

・予算額 １６５千円

・対 象 八名小学校

・概 要 ダイオキシン調査 一式

用地測量業務委託

・予算額 ３３，９１７千円

・対 象 東郷西小学校、八名小学校、鳳来中部小学校

・概 要 用地測量 一式

嘱託登記事務委託

・予算額 ３，１６６千円

・対 象 東郷西小学校、八名小学校、鳳来中部小学校、八名中学校

・概 要 嘱託登記事務 一式

地質調査委託

・予算額 １３，０９６千円

・対 象 東郷西小学校、鳳来中部小学校、八名中学校

・概 要 地質調査 一式

愛知県用地使用料

・予算額 ２８８千円

・対 象 川路字萩平地内（共同調理場）愛知県用地使用料

・概 要 土地使用料 A＝７９７㎡

財 源 地方債 ４７，７００千円

一般財源 ２，９３２千円

問合先 教育部教育総務課 課長 原田（電話０５３６－２３－７６３３）

継 続

１０款 － ５項 － ４目 （学校給食施設整備費）

学校給食施設改築事業 予算額 ５０，６３２千円
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