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令和４年度９月補正予算案の概要 

 
 

 

９月補正予算案では、原油価格・物価高騰対策の実施や、新型コロナウイルス感染症への対応、 

ＤＸの推進などの将来を見据えた施策の展開に必要な事業費を補正します。 

 

【一般会計歳入歳出予算補正】 ８事業   31,211 百万円 

 
 

 
 
 

１ 原油価格・物価高騰対策                       ３事業 4,583 百万円 

 

(1) 社会福祉施設等物価高騰対策支援事業                4,281 百万円〔一般財源〕 
 

コロナ禍において原油価格・物価高騰に直面している市内の社会福祉施設等が各種サービスを

安定して行うために、光熱費等及び食材費の高騰に対する支援を行います。 

 

◆実施概要 

・対象施設：高齢者施設等 約 6,400 か所、障害者施設等 約 3,400 か所 

       救護施設 ２か所、更生施設 ２か所 

    ・対象経費：各種施設の光熱費等及び１日３食提供する入所施設における食材費 

・補 助 額：施設種別ごとの実績をもとに算出した光熱費等及び食材費相当額に、物価高騰の    

影響を乗じた額を単価（１施設当たり）とし、12 か月分を支給 

    ・対象期間：令和４年４月～令和５年３月 

 

◆補正内容 

     社会福祉施設等に対する光熱費等及び食材費の支援の実施にかかる事業費を補正 
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(2) 民間社会福祉施設整備における建築資材価格高騰対策支援事業       270 百万円〔一般財源〕 

 

本市からの整備費補助などにより進められている民間社会福祉施設整備について、物価高騰に

よる施設整備への影響に対処するため、建築資材価格の高騰相当分の支援を行います。 

 

◆実施概要 

     ・対象施設  ①特別養護老人ホーム（13 施設） 

           ②小規模多機能型居宅介護事業所（４施設） 

③認知症高齢者グループホーム（６施設） 

     ・補 助 額：既存の整備費補助単価に建築資材等の実質上昇率６％を乗じた額 

     ・対象期間：令和４年４月～令和５年３月 

 

◆補正内容 

     民間社会福祉施設整備に対する支援の実施にかかる事業費を補正 

       
 

(3) 公衆浴場燃料価格等高騰対策臨時支援事業                    32 百万円〔一般財源〕 

 

燃料価格高騰などにより依然として厳しい状況が続く市内一般公衆浴場に対し、市民の公衆衛生の

向上と増進の観点から、事業継続のため燃料価格高騰分を、令和４年度６月補正に続いて支援しま

す。 

 

◆実施概要 

     ・対象施設：市内一般公衆浴場 53 施設 

           ※公衆浴場法に規定する公衆浴場であって、物価統制令に基づき入浴料金が 

定められた施設 

・対象経費：燃料費及び光熱費 

・対象期間：６か月分（令和４年 10 月～令和５年３月） 

     ・補 助 額：対象期間の燃料費等のうち、価格高騰分を補助           

・スケジュール：令和４年 12 月から申請受付、支給              

   

◆補正内容 

     市内一般公衆浴場に対する支援の実施にかかる事業費を追加補正 
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２ 新型コロナウイルス感染症対策                   ２事業 26,466 百万円 

 

(1) 新型コロナウイルスワクチン接種事業                     24,049 百万円〔国費〕 

 

オミクロン株対応ワクチン接種の実施、４回目接種の医療従事者等への対象拡大に伴い、所要 

の対応を行います。 

 

◆オミクロン株対応ワクチン接種の概要 

・接種対象：２回目接種を受けた全ての市民を想定（約 300 万人） 

・接種時期：令和４年 10 月半ば以降、実施見込み（開始時期・接種間隔ともに未定） 

・接種場所：市内医療機関、集団接種会場、訪問接種 

 

◆４回目接種対象拡大の概要 

・接種対象：３回目接種を受けた 18～59 歳の医療従事者、高齢者施設等従事者（約 20 万人） 

・接種時期：令和４年７月から実施中（３回目接種から５か月以上経過した時点）         

・接種場所：市内医療機関、集団接種会場 

 

◆実施概要 

     ①個別接種 15,453 百万円 

・実施方法：市内医療機関等において実施 

・実施場所：約 2,000 か所（予定） 

・実施時期：オミクロン 令和４年 10 月半ば以降の見込み 

４回目拡大 令和４年７月から 

・協 力 金：市内医療機関を対象に継続して実施 
 

②集団接種 3,886 百万円 

       ・実施方法：市医師会等との協力により実施 

       ・実施場所：集団接種会場 市内９か所程度を想定 
 

③予約受付体制の強化 3,887 百万円 

・コールセンター：最大 700 席 

・郵便局：市内 302 局（予定） 

・区役所ワクチン相談員（予約代行・相談受付）：最大 90 名体制（１区５名程度） 
 

④その他 823 百万円 

個別通知、広報経費、その他事務費等   

 

◆補正内容 

オミクロン株対応ワクチン接種および４回目接種の対象拡大にかかる事業費を補正 

 

◆事業費推移                         （単位：百万円） 

R4 予算 R3 決算 R2 決算 
３か年計 

 当初 5 月 9 月 R4 現計  

 32,346 10,100 24,049 66,495 45,325 539 112,359 
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(2) 住民税非課税世帯等臨時特別給付金給付事業                    2,417 百万円〔国費〕 
 

令和４年度６月補正で対応した住民税非課税世帯等臨時特別給付金について、令和４年度住民 

税課税情報により対象世帯数が想定を上回ることが判明したため、所要の対応を行います。 

 

◆実施概要 

・対 象 者：新たに令和４年度分の住民税均等割が非課税となった世帯 

・追加給付件数：約 24,000 世帯（補正時見込 18,000 世帯と合わせ、計 42,000 世帯に給付） 

・給 付 額：10 万円／世帯 

・スケジュール：申請受付 令和４年７月 15 日～10 月末 

     給付   申請受付後、順次 

 

◆補正内容 

住民税非課税世帯等臨時特別給付金の給付にかかる事業費を追加補正 

 

３ ＤＸ推進など将来を見据えた施策の展開                 ３事業 162 百万円 

 
(1) 小児医療費助成事業                        20 百万円〔一般財源〕 
 
   安心して医療機関を受診できる環境づくりに向けた、小児医療費助成制度の拡充のため、シス 

テム改修の設計等を行います。 

 

◆実施概要 

     ・内容：制度拡充のためのシステム設計 

     ・スケジュール：令和４年 10 月～令和５年３月 システム改修に向けた設計 

              

◆補正内容 

制度拡充に向けたシステム改修にかかる事業費を補正 

 

(2) 地域ケアプラザ等におけるＩＣＴを活用した相談支援等促進事業    42 百万円〔一般財源〕 
 
コロナ禍において対面での地域支援活動が制限される状況が続く中、市民の孤立・孤独を防ぐ 

ため、地域ケアプラザ等のオンライン相談環境を整備するとともに、福祉保健従事者の研修環境 

向上に向けたウィリング横浜のインターネット設備を更新します。 

 

◆実施概要 

     ・対象施設：地域ケアプラザ 145 か所、福祉保健活動拠点 18 か所、ウィリング横浜 

     ・対象経費：端末、周辺機器、インターネット設備更新（ウィリング横浜のみ） 

     ・支 援 額：地域ケアプラザ、福祉保健活動拠点 200 千円／１施設 

           ウィリング横浜 インターネット設備 8,830 千円 

                      端末等機器導入 600 千円  

 

◆補正内容 

通信設備の整備にかかる事業費を補正 
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(3) 高齢者施設等におけるＩＣＴ機器及び介護ロボット導入補助事業    100 百万円〔一般財源〕 
 

高齢者施設等における感染症対応が継続する中、職員の業務負担の軽減や人材不足を解消する 

ため、ＩＣＴ機器や介護ロボット導入を支援します。 

 

◆実施概要 

     ・対象施設：市内の介護サービス事業所および高齢者施設  

     ・対象経費：ＩＣＴ関連機器、介護ロボット対象機器の導入経費 

     ・補 助 額：補助対象経費の 9/10、補助額の上限：450 千円 

     ・補助件数：200 件 

     ・スケジュール：令和４年 10 月   申請受付 

           令和４年 11 月以降 支払 

 

◆補正内容 

高齢者施設等へのＩＣＴ機器等の導入にかかる事業費を補正 

 

 



 健康福祉局 9⽉補正額合計 

 31,210,897千円（国⽀出⾦：26,466,032千円 ⼀般財源：4,744,865千円）

国⽀出⾦ ⼀般財源

4,582,835 4,582,835

７款２項１⽬
社会福祉施設等物価⾼騰対策⽀援事業
（障害者施設等）

734,112 734,112

７款３項１⽬
社会福祉施設等物価⾼騰対策⽀援事業
（⾼齢者施設等）

3,524,780 3,524,780

７款４項１⽬
社会福祉施設等物価⾼騰対策⽀援事業
（救護施設・更⽣施設）

22,280 22,280

(2) ７款５項１⽬
⺠間社会福祉施設整備における
建築資材価格⾼騰対策事業

269,663 269,663
⺠設社会福祉施設整備に対す
る⽀援の実施にかかる事業費
を補正

(3) ７款７項４⽬
公衆浴場燃料価格等⾼騰対策
臨時⽀援事業

32,000 32,000
市内⼀般公衆浴場に対する
⽀援の実施にかかる事業費
を追加補正

26,466,032 26,466,032

(1) ７款６項１⽬ 新型コロナウイルスワクチン接種事業 24,049,264 24,049,264
オミクロン株対応ワクチン接
種および４回⽬接種の対象拡
⼤にかかる事業費を補正

(2) ７款１項６⽬
住⺠税⾮課税世帯等
臨時特別給付⾦給付事業

2,416,768 2,416,768
住⺠税⾮課税世帯等臨時特別
給付⾦の給付にかかる事業費
を追加補正

162,030 162,030

(1) ７款１項４⽬ ⼩児医療費助成事業 20,000 20,000
制度拡充に向けたシステム改
修にかかる事業費を補正

(2) ７款１項２⽬
地域ケアプラザ等における
ＩＣＴを活⽤した相談⽀援等促進事業

42,030 42,030
通信設備の整備にかかる事業
費を補正

(3) ７款３項１⽬
⾼齢者施設等におけるＩＣＴ機器及び
介護ロボット導⼊補助事業

100,000 100,000
⾼齢者施設等へのＩＣＴ機器
等導⼊にかかる事業費を補正

社会福祉施設等に対する光熱
費等の⽀援の実施にかかる事
業費を補正

令和４年度９⽉補正予算概要について

款項⽬ 事業名称
補正額
（千円）

No.

財  源
内  訳 補正理由

(1)

3

原油価格・物価⾼騰対策

新型コロナウイルス感染症対策

DX推進など将来を⾒据えた施策の展開

1

2

参考
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