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令和 4年度 8月補正予算 

                                                                                              

                                3,042,799 千円 

（債務負担行為限度額 14,551,000 千円） 

（繰越明許費       139,000千円） 

 

 

 

（歳 出）                                   2,645,147千円 

（債務負担行為限度額 14,546,000 千円） 

（繰越明許費       139,000千円） 

○は現計予算  ●は債務負担行為の設定 

◆ 新型コロナウイルス感染症対策             【事業費 2,247,861 千円】 

（主な事業） 

○ 高齢者施設等への施設内療養支援金の支給 587,950千円 

 高齢者施設・障害者支援施設・児童養護施設・母子生活支援施設等に対し、入

所者が新型コロナウイルスに感染し、施設内で療養する場合に支援を実施 
 

   

○ 高齢者施設等におけるかかり増し経費に対する補助 122,600千円 

 高齢者施設・障害者支援施設等に対し、感染症対策によるかかり増し経費を補

助 
 

   

○ 障害者支援施設等における介護ロボット購入に対する補助 14,747千円 

 障害者支援施設等に対し、介護負担の軽減等のためのロボット購入に要する経

費を補助 
 

   

○ 新型コロナウイルスワクチン 4回目接種への対応 310,592千円 

 新型コロナウイルスワクチン 4 回目接種の実施に伴う集団接種会場やコールセ

ンターの運営等、接種に必要な体制を確保 
 

   

○ 感染拡大に備えた応援パック配送業務の所要増 195,186千円 

 感染拡大による自宅療養感染者の増加に伴う応援パック配送業務の所要増  

   

○ 感染拡大による医療費公費負担の所要増 606,114千円 

 感染拡大による入院患者の増加に伴う医療費公費負担の所要増  

   

○ 保健所の体制強化 316,164千円 

 人材派遣の活用及び新型コロナウイルス感染症関係事務処理業務の委託を実施  

   

   

全 会 計 

一 般 会 計 
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○ スポーツ・文化施設等へのキャッシュレス決済の導入 55,562千円 

 
感染対策として接触機会の低減を図り、市民の利便性向上及びアフターコロナ

需要に対応するため、スポーツ・文化施設等へキャッシュレス決済を導入 
 

  

◆ その他                          【事業費  397,286千円】 

【債務負担行為限度額 14,546,000 千円】 

（主な事業） 

○ 障害福祉職員等に対する処遇改善に係る給付費の所要増 285,517千円 

 
令和 4年 10月以降の臨時報酬改定（障害福祉職員等に係る処遇改善）に伴う給

付費の所要増 
 

   

○ 子宮頸がんワクチンキャッチアップ接種開始に伴う所要増 202,738千円 

 
子宮頸がんワクチンの積極的な接種勧奨を差し控えていた期間に定期接種の対

象であった世代に対するキャッチアップ接種が開始されることによる所要増 
 

   

○ 日本脳炎ワクチンの接種者増加に伴う所要増 197,446千円 

 
昨年度に供給量が減少していた日本脳炎ワクチンの今年度供給量増加による接

種者増加に伴う所要増 
 

   

○ 還付金 105,036千円 

 令和 3年度子育て世帯への臨時特別給付金に係る過年度国庫補助金の還付  

   

○ 3歳児健康診査における視覚屈折検査の導入 20,468千円 

 3歳児健康診査において視覚屈折検査を実施するための機器等を購入  

   

○ 大和川左岸（錦西・錦綾地区）事業計画等の検討 17,000千円 

 
大和川左岸土地区画整理事業において錦西・錦綾地区に係る事業計画等の検討

を実施 
 

   

○● 老人福祉施設整備事業者の再公募実施 ▲544,592千円 

 【債務負担行為の設定：令和 4年度～令和 5年度】          （限度額 430,000千円） 

 
老人福祉施設整備事業者の再公募に伴う令和 4 年度補助経費の減額及び債務負

担行為の設定 
 

   

● 本館昇降機設備改修工事の実施  

 【債務負担行為の設定：令和 4年度～令和 5年度】          （限度額 296,000千円） 

 本館昇降機において耐震対策等の設備改修工事を実施  

   

● 南海電気鉄道株式会社における可動式ホーム柵整備に対する補助  

 【債務負担行為の設定：令和 4年度～令和 5年度】          （限度額 65,000千円） 

 
南海電気鉄道株式会社に対し、南海高野線中百舌鳥駅の可動式ホーム柵整備に

要する経費を補助 
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● 令和 5年度事業の入札等の準備行為のための債務負担行為  

 【債務負担行為の設定：令和 4年度～令和 9年度】          （限度額 13,755,000千円） 

   

○ 介護保険事業特別会計繰出金 49,703千円 

 介護保険事業特別会計の所要増に応じた繰出金の増  

 

【 繰越明許費 】                                               139,000千円 

 ○ 年度内の事業完了が困難なものの繰越明許費を設定  

 

（歳 入）                                     2,645,147 千円 

 

○ 国庫支出金 1,507,628千円 

・新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 492,518千円 

・障害者自立支援給付等負担金 123,843千円 

・障害児施設措置費負担金 18,914千円 

・感染症患者入院医療費負担金 454,586千円 

・感染症発生動向調査事業費負担金 27,338千円 

・大和川左岸(錦西・錦綾)土地区画整理事業負担金 16,014千円 

・障害者自立支援給付等補助金 10,146千円 

・生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 6,825千円 

・障害者総合支援事業費補助金 43,831千円 

・母子保健衛生費補助金 3,021千円 

・新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費国庫補助金 310,592千円 

  

○ 府支出金 381,414千円 

・障害者自立支援給付等負担金 61,921千円 

・障害児通所給付費負担金 9,289千円 

・地域医療介護総合確保基金補助金 ▲134,732千円 

・新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金 441,629千円 

・母子保健衛生費補助金 3,307千円 

   

○ 繰入金 844,923千円 

・財政調整基金繰入金 844,923千円 

   

○ 諸収入 14,982千円 

・事業者納付金 14,982千円 

  

○ 市債 ▲103,800千円 

・老人福祉施設整備事業債 ▲103,800千円 
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◇介護保険事業特別会計 

（歳 出）                                    397,652千円 

（債務負担行為限度額 5,000 千円） 

 

○ 介護職員等に対する処遇改善に係る給付費の所要増 397,652千円 

 令和 4年 10月以降の臨時報酬改定（介護職員等に係る処遇改善）に伴う給付費

の所要増 
 

   

● 介護保険料（仮算定）納入通知書等の送付に係る電算事後処理業務の委託  

 【債務負担行為の設定：令和 4年度～令和 5年度】          （限度額 5,000千円） 

 令和 5年度事業の入札等の準備行為のための債務負担行為の設定  

 

（歳 入）                                    397,652千円 

 

○ 国庫支出金 96,808千円 

   

○ 府支出金 53,778千円 

  

○ 支払基金交付金 107,362千円 

  

○ 繰入金 49,703千円 

   

○ 繰越金 90,001千円 

   

                                       

特 別 会 計 



（現計） （単位 千円）

2,645,147 1,507,628 381,414 ▲ 103,800 14,982 844,923

2,247,861 1,328,865 740,129 0 0 178,867

1 健康福祉局 介護事業者課 228-7348
介護サービス継続支
援事業

高齢者施設等に対し、感染症対策によるかかり増し
経費を補助

80,000 80,000 0

2 健康福祉局 介護事業者課 228-7348
介護サービス継続支
援事業

高齢者施設等に対し、入所者が新型コロナウイルス
に感染し、施設内で療養する場合に支援を実施

538,000 239,500 298,500 0

3 健康福祉局 介護事業者課 228-7348
介護サービス継続支
援事業

高齢者施設等に対し、クラスター発生時の施設内消
毒に要する経費を補助

5,000 5,000 0

4 健康福祉局 障害支援課 228-7411
障害福祉サービス継
続支援事業（障害支
援課）

障害者支援施設等に対し、介護負担の軽減等のため
のロボット購入に要する経費を補助

14,747 14,747 0

5 健康福祉局
障害福祉サー
ビス課

228-7510
障害福祉サービス継
続支援事業

障害者支援施設等に対し、感染症対策によるかかり
増し経費を補助

42,600 42,600 0

6 健康福祉局
障害福祉サー
ビス課

228-7510
障害福祉サービス継
続支援事業

障害者支援施設等に対し、入所者が新型コロナウイ
ルスに感染し、施設内で療養する場合に支援を実施

29,700 29,700 0

7 健康福祉局 感染症対策課 222-9933 予防接種（本庁）
新型コロナウイルスワクチン4回目接種に係る健康管
理システムの改修

5,274 5,274 0

8 健康福祉局 感染症対策課 222-9933 予防接種（本庁）
新型コロナウイルスワクチン4回目接種に係る集団接
種会場内の会計年度OB職員及び再任用職員の配置
を継続

3,311 3,311 0

9 健康福祉局 感染症対策課 222-9933 予防接種（本庁）
新型コロナウイルスワクチン4回目接種に係る集団接
種会場運営業務の継続

90,489 90,489 0

10 健康福祉局 感染症対策課 222-9933 予防接種（本庁）
新型コロナウイルスワクチン4回目接種の接種券の送
付

13,304 13,304 0

11 健康福祉局 感染症対策課 222-9933 予防接種（本庁）
新型コロナウイルスワクチン4回目接種対応に係る庁
内LANパソコン等の機器賃借を継続

5,287 5,287 0

事業費
No 連絡先 補正予算の内容

令和4年度8月補正予算総括表

一財その他市債府国

補正予算

事業名

新型コロナウイルス感染症対策

局名

一般会計

所管課
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（現計） （単位 千円）

事業費
No 連絡先 補正予算の内容

一財その他市債府国

補正予算

事業名局名 所管課

12 健康福祉局 感染症対策課 222-9933 予防接種（本庁）
新型コロナウイルスワクチン4回目接種に係るコール
センター及び事務処理センター運営等業務委託の継
続

192,927 192,927 0

13 健康福祉局 感染症対策課 222-9933 感染症予防対策
感染拡大による自宅療養感染者の増加に伴う応援
パック配送業務の所要増

195,186 195,186 0

14 健康福祉局 感染症対策課 222-9933 感染症予防対策 感染症対応に係る庁内LANパソコン機器賃借を継続 4,608 4,608 0

15 健康福祉局 感染症対策課 222-9933 感染症予防対策
感染拡大による入院患者の増加に伴う医療費公費負
担の所要増

606,114 454,586 151,528

16 健康福祉局 感染症対策課 222-9933 感染症予防対策
新型コロナウイルス感染症関係事務処理業務を委託
し、保健所の業務体制を強化

135,084 4,197 130,887 0

17 健康福祉局 感染症対策課 222-9933 感染症予防対策
人材派遣を活用し、新型コロナウイルス感染症に関す
る保健所の業務体制を強化

181,080 42,793 110,948 27,339

18
子ども青少
年局

子ども育成課 228-7612
子ども育成課一般管
理

乳幼児健康診査における感染対策として必要となる
アルコールウェットタオル等を購入

1,194 1,194 0

19
子ども青少
年局

子ども育成課 228-7457 青少年健全育成事業 青少年センターのWi－Fi環境の整備 2,500 2,500 0

20
子ども青少
年局

子ども家庭課 228-7331 要保護児童支援事業
児童養護施設等に対し、入所者が新型コロナウイル
スに感染し、施設内で療養する場合に支援を実施

15,300 15,300 0

21
子ども青少
年局

子ども家庭課 228-7331
母子生活支援施設措
置等事業

母子生活支援施設に対し、入所者が新型コロナウイ
ルスに感染し、施設内で療養する場合に支援を実施

4,950 4,950 0

22
子ども青少
年局

幼保推進課 228-7173
還付金（子育て支援
部）

令和4年1月～3月の家庭保育協力に伴う保育料の還
付

17,000 17,000 0

23
教育委員会
事務局

学校保健体育
課

340-0316 学校保健衛生事業
就学時健康診断において、感染対策に係る人材派遣
職員を追加配置

1,344 1,344 0

24
教育委員会
事務局

学校ICT化推
進室

270-8112
学校教育ICT化推進
事業

新型コロナウイルス感染症の影響により、学級閉鎖や
陽性となった児童生徒の自宅待機等が生じた場合に
備え、オンライン学習用機材（ビデオカメラ）を購入

7,300 7,300 0

25
ICTイノベー
ション推進
室

ICTイノベー
ション推進室

228-7264 -
感染対策として接触機会の低減を図り、市民の利便
性向上及びアフターコロナ需要の対応を行うため、ス
ポーツ・文化施設等へキャッシュレス決済を導入

55,562 55,562 0
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（現計） （単位 千円）

事業費
No 連絡先 補正予算の内容

一財その他市債府国

補正予算

事業名局名 所管課

397,286 178,763 ▲ 358,715 ▲ 103,800 14,982 666,056

26 財政局 財政課 228-7471
介護保険事業特別会
計繰出

介護保険事業特別会計の所要増に応じた繰出金の
増

49,703 49,703

27 健康福祉局
健康福祉総務
課

228-7212
福祉総合情報システ
ム運営

厚生労働省の障害福祉データベースへのデータ連携
に向け、福祉総合情報システムの改修を実施

20,293 10,146 10,147

28 健康福祉局
生活援護管理
課

228-7412
生活保護適正化（本
庁）

生活保護業務のオンライン化に伴う電子照会システ
ムの構築

6,825 6,825 0

29 健康福祉局 介護事業者課 228-7348
老人福祉施設整備補
助

老人福祉施設整備事業者の再公募に伴い、債務負
担行為を設定したことによる令和4年度補助経費の減
額

▲ 544,592 ▲ 433,232 ▲ 103,800 ▲ 7,560

30 健康福祉局
障害施策推進
課

228-7818
健康福祉プラザ管理
運営事業

障害者の社会参加を促進するため、健康福祉プラザ
スポーツセンターで使用するスポーツ用具を購入

14,982 14,982 0

31 健康福祉局 障害支援課 228-7411 還付金（障害福祉部） 障害者医療費府負担金の還付 5,693 5,693

32 健康福祉局
障害福祉サー
ビス課

228-7510
障害者（児）自立支援
給付

令和4年10月以降の臨時報酬改定（障害福祉職員等
に係る処遇改善）に伴う給付費の所要増

247,687 123,843 61,921 61,923

33 健康福祉局
障害福祉サー
ビス課

228-7510 障害児措置給付事業
令和4年10月以降の臨時報酬改定（障害福祉職員等
に係る処遇改善）に伴う給付費の所要増

37,830 18,914 9,289 9,627

34 健康福祉局 感染症対策課 222-9933 予防接種（本庁）
子宮頸がんワクチンの積極的な接種勧奨を差し控え
ていた期間に定期接種の対象であった世代に対する
キャッチアップ接種が開始されることによる所要増

191,058 191,058

35 健康福祉局 感染症対策課 222-9933 予防接種（本庁）
子宮頸がんワクチンキャッチアップ接種の開始に伴う
任意接種への償還払いの開始

11,680 11,680

36 健康福祉局 感染症対策課 222-9933 予防接種（本庁）
昨年度に供給量が減少していた日本脳炎ワクチンの
今年度供給量増加による接種者増加に伴う所要増

197,446 197,446

37 健康福祉局 感染症対策課 222-9933 予防接種（本庁） BCGワクチンの単価改定に伴う所要増 11,682 11,682

38
子ども青少
年局

子ども企画課 228-7104
還付金（子ども青少年
育成部）

令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金に係る過
年度国庫補助金の還付

105,036 105,036

その他
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（現計） （単位 千円）

事業費
No 連絡先 補正予算の内容

一財その他市債府国

補正予算

事業名局名 所管課

39
子ども青少
年局

子ども育成課 228-7612
乳幼児健康診査事業
（本庁）

3歳児健康診査において視覚屈折検査を実施するた
めの機器等を購入

20,468 3,021 3,307 14,140

40
子ども青少
年局

いじめ不登校
対策支援室

228-3959
いじめ不登校対策支
援事業

「いじめ」「不登校」等様々な課題を見過ごさず、長期
化を防ぎ、より総合的な支援を実施

4,495 4,495

41 建築都市局 都市整備部 275-5004
大和川左岸土地区画
整理事業

大和川左岸土地区画整理事業において錦西・錦綾地
区に係る事業計画等の検討を実施

17,000 16,014 986

397,652 96,808 53,778 107,362 139,704

397,652 96,808 53,778 0 107,362 139,704

42 健康福祉局 介護保険課 228-7513
居宅介護サービス給
付費

令和4年10月以降の臨時報酬改定（介護職員等に係
る処遇改善）に伴う給付費の所要増

208,376 52,906 26,046 56,261 73,163

43 健康福祉局 介護保険課 228-7513
地域密着型介護サー
ビス給付費

令和4年10月以降の臨時報酬改定（介護職員等に係
る処遇改善）に伴う給付費の所要増

72,134 18,314 9,016 19,476 25,328

44 健康福祉局 介護保険課 228-7513
施設介護サービス給
付費

令和4年10月以降の臨時報酬改定（介護職員等に係
る処遇改善）に伴う給付費の所要増

81,499 16,616 14,262 22,004 28,617

45 健康福祉局 介護保険課 228-7513
介護予防サービス給
付費

令和4年10月以降の臨時報酬改定（介護職員等に係
る処遇改善）に伴う給付費の所要増

3,937 999 492 1,062 1,384

46 健康福祉局 介護保険課 228-7513
地域密着型介護予防
サービス給付費

令和4年10月以降の臨時報酬改定（介護職員等に係
る処遇改善）に伴う給付費の所要増

195 49 24 52 70

47 健康福祉局 介護保険課 228-7513
高額介護サービス等
費

令和4年10月以降の臨時報酬改定（介護職員等に係
る処遇改善）に伴う給付費の所要増

12,539 3,182 1,567 3,385 4,405

48 健康福祉局 介護保険課 228-7513
介護予防・生活支援
サービス事業（介護保
険課）

令和4年10月以降の臨時報酬改定（介護職員等に係
る処遇改善）に伴う給付費の所要増

18,972 4,742 2,371 5,122 6,737

3,042,799 1,604,436 435,192 ▲ 103,800 122,344 984,627全会計

特別会計

介護保険事業特別会計
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（債務負担行為） （単位 千円）

14,546,000

13,755,000

49 環境局 管理課 255-2216 東工場運営管理 東工場焼却施設等運転維持管理業務の更新 令和4～5年度 379,000

50 環境局 管理課 255-2216 東工場運営管理 高反応消石灰単価契約の更新 令和4～5年度 15,000

51 環境局 環境業務課 228-7429 ごみ収集 南区一般廃棄物（粗大）収集運搬業務の更新 令和4～5年度 31,000

52 産業振興局 農業土木課 228-6972 農業用施設維持管理 農業用水施設等清掃業務から発生した産業廃棄物の処分業務の更新 令和4～5年度 5,000

53 建設局 土木監理課 228-7416 道路橋りょう維持 路面清掃業務から発生した産業廃棄物処分業務の更新 令和4～5年度 15,000

54 建設局 土木監理課 228-7416 道路橋りょう維持 道路排水施設等清掃業務から発生した産業廃棄物処分業務の更新 令和4～5年度 9,000

55 建設局 土木監理課 228-7416 道路橋りょう維持 不法投棄物撤去業務から発生した産業廃棄物処分業務の更新 令和4～5年度 9,000

56 建設局 河川水路課 228-7418
河川水路維持費
（河川水路課）

道路排水施設等清掃業務から発生した産業廃棄物処分業務の更新 令和4～5年度 2,000

57 建設局 河川水路課 228-7418
河川水路維持費
（河川水路課）

不法投棄物撤去業務から発生した産業廃棄物処分業務の更新 令和4～5年度 1,000

58 建設局 公園監理課 228-7824 公園施設管理事業 公園排水施設等清掃業務から発生した産業廃棄物処分業務の更新 令和4～5年度 5,000

59
教育委員会
事務局

学校教育部 228-7436 英語教育推進事業 小中学校へのネイティブ・スピーカー派遣業務の更新 令和4～5年度 167,000

期間
連絡先

補正予算

令和4年度8月補正予算総括表

限度額
No. 事業名局名

一般会計

補正予算の内容所管課

次年度の準備行為
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（債務負担行為） （単位 千円）

期間
連絡先

補正予算

限度額
No. 事業名局名 補正予算の内容所管課

60
教育委員会
事務局

学校管理課 228-8893
学校園施設保全事業
（小学校）ほか

学校園産業廃棄物（廃プラスチック類等）収集運搬処理業務の更新 令和4～5年度 26,000

61
教育委員会
事務局

学校給食課 228-7489 小学校給食事業 小学校給食調理業務の更新 令和4～5年度 825,000

62
教育委員会
事務局

学校給食課 228-7489 中学校給食事業 中学校給食予約システム運用業務の更新 令和4～5年度 32,000

63
教育委員会
事務局

学務課 228-7485
特別支援学校管理運
営事業（学務課）

支援学校通学バスの増台 令和4～7年度 111,000

64
教育委員会
事務局

放課後子ども
支援課

228-7491 放課後児童対策事業 のびのびルーム管理運営業務の更新 令和4～7年度 2,199,000

65
教育委員会
事務局

放課後子ども
支援課

228-7491 放課後児童対策事業 のびのびルーム管理運営業務の更新 令和4～8年度 4,083,000

66
教育委員会
事務局

放課後子ども
支援課

228-7491 放課後児童対策事業 のびのびルーム管理運営業務の更新 令和4～9年度 3,588,000

67
教育委員会
事務局

放課後子ども
支援課

228-7491
放課後子ども総合プラ
ン事業

堺っ子くらぶ運営業務の更新 令和4～7年度 562,000

68
教育委員会
事務局

放課後子ども
支援課

228-7491
放課後子ども総合プラ
ン事業

堺っ子くらぶ運営業務の更新 令和4～8年度 722,000

69
教育委員会
事務局

放課後子ども
支援課

228-7491
放課後子ども総合プラ
ン事業

堺っ子くらぶ運営業務の更新 令和4～9年度 922,000

70
教育委員会
事務局

放課後子ども
支援課

228-7491 放課後ルーム事業 放課後ルーム運営業務の更新 令和4～5年度 47,000

791,000

71 総務局 総務課 228-7010 庁舎管理事業 本館昇降機において耐震対策等の設備改修工事を実施 令和4～5年度 296,000

72 健康福祉局 介護事業者課 228-7348
老人福祉施設整備補
助

老人福祉施設整備事業者の再公募を実施 令和4～5年度 430,000

73 建築都市局 交通部 228-7549
交通バリアフリー化整
備促進事業

南海電気鉄道株式会社に対し、南海高野線中百舌鳥駅の可動式ホーム柵整備に
要する経費を補助

令和4～5年度 65,000

その他
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（債務負担行為） （単位 千円）

期間
連絡先

補正予算

限度額
No. 事業名局名 補正予算の内容所管課

5,000

5,000

74 健康福祉局 介護保険課 228-7513
被保険者管理事業（本
庁）

介護保険料（仮算定）納入通知書等の送付に係る電算事後処理業務の委託 令和4～5年度 5,000

14,551,000全会計

特別会計

介護保険事業特別会計
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（繰越明許費） （単位 千円）

139,000

75 建設局 道路計画課 228-7423 大和川線周辺整備事業
当該工事の前工事の進捗が遅れており、工事発注が遅れることに伴う適正工期の
確保

43,000

76 建設局 公園監理課 228-7824 天神公園事業
当該工事の前工事の進捗が遅れており、工事発注が遅れることに伴う適正工期の
確保

96,000

139,000

繰越事業費

補正予算

令和4年度8月補正予算総括表

全会計

補正予算の内容事業名

一般会計

連絡先所管課局名No.
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