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令和４年度 12 月補正予算案の概要  
 

 

12 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

対応等のために、必要な事業費の補正を実施します。 

 

歳入歳出予算補正         18 事業  2,260 百万円 

過年度分事業費の歳入整理補正   １ 件  1,718 百万円 

 

※1 各項目で四捨五入等を行っているため、合計が一致しない場合があります。 

※2 事業数については各項目で重複する事業があるため一致しません。    

 

１ 原油価格・物価高騰対策                      13 事業 220 百万円 

（１）指定管理施設物価高騰対策支援事業               213 百万円〔一般財源〕 
 

当局が所管する市民利用施設のうち、指定管理者が運営する施設において安定した施設運

営を行うために、光熱費等の高騰分について支援を行います。 

 

◆実施概要 

 ・対象施設： 188施設 

（地域ケアプラザ134施設、福祉保健活動拠点18施設、老人福祉センター12施設等） 

 ・計上内訳：13事業 

       ⇒詳細は、「別紙 令和４年度12月補正 健康福祉局補正予算事業費等一覧」を参照 

・支援内容：施設ごとに算出した光熱費等の高騰相当分を支援 

     ・対象期間：令和４年４月～５年３月 

 

◆補正内容 

 指定管理施設に対する光熱費等の支援実施にかかる事業費を補正 

 

（２）地域ケアプラザ運営事業                      ７百万円〔一般財源〕 

 

地域ケアプラザのうち、本市委託事業として運営する施設に対して、指定管理施設に準じ、

光熱費の高騰分について支援を行います。 

 

◆実施概要 

     ・対象施設：地域ケアプラザ業務を受託している９施設 

     ・支援内容：施設ごとに算出した光熱費の高騰相当分を支援 

     ・対象期間：令和４年４月～５年３月 
 

◆補正内容 

  地域ケアプラザに対する光熱費の支援実施にかかる事業費を補正 
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２ 新型コロナウイルス感染症対策                  ５事業  2,039 百万円 

（１）陽性高齢者ショートステイ事業                      45 百万円〔県費〕 
 

新型コロナウイルス感染拡大時に備えて療養体制を強化するため、介護上や生活上の理由

により自宅療養が困難な高齢の陽性者を受け入れる施設を新たに確保します。 

 

◆実施概要 

     ・実施方法：市内事業所における専用ベッドの確保、受入患者に対する看護・介護の実施 

     ・受入体制：市内２事業所（18人分） 

・対象者：入院を要しないが、介護上や生活上の理由により自宅療養が困難な65歳以上の 

陽性者 

 ・実施期間：令和４年 12 月～５年３月 

 

◆補正内容 

 陽性高齢者の施設での受入にかかる事業費を補正 

 

（２）自宅療養者への薬剤配送支援事業（新型コロナウイルス感染症対策事業） 

30 百万円〔一般財源〕 
 

新型コロナウイルス感染拡大時に備えて、自宅療養の確実な体制確保と円滑な実施を進め

るため、自宅療養者に薬剤の配送を行う薬局に対し、支援を行います。 

 

◆実施概要 

     ・支給対象：自宅療養中の陽性者に対し、調剤を行う市内保険薬局 

     ・支援内容：薬局従事者が陽性者宅に薬剤を配送する際の交通費相当額を支給 

     ・支援額：1,000 円／件 

 ・対象期間：令和４年 10 月～５年２月 

 

◆補正内容 

 薬剤配送支援の実施にかかる事業費を補正 
 

（３）高齢者施設等の従事者等に対する集中的検査実施事業（新型コロナウイルス感染症対策事業） 

       35 百万円〔一般財源〕 
 

高齢者等が入所する施設等に、国から提供される抗原検査キットを配布し、検査を実施し

ます。 

 

◆実施概要 

     ・対象施設：約 12,500 か所 

（高齢 約 5,500 事業所、障害 約 3,200 事業所、保護等 ７事業所、 

保育等 約 3,400 事業所、小学校・特別支援学校 約 350 校） 

     ・実施内容：各施設等において抗原検査キットによる検査を実施 

 ・実施期間：令和４年 12 月～５年２月 

 

◆補正内容 

    高齢者施設等での抗原検査実施にかかる事業費を補正 
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（４）年末年始における診療体制の強化（新型コロナウイルス感染症対策事業） 

100 百万円〔一般財源〕 
 

年末年始の発熱外来体制を維持するため、発熱患者への診療体制を確保する医療機関等へ

の支援を行います。 

 

◆実施概要 

・対象施設：医療機関約 300 か所（予定）、薬局約 600 か所（予定） 

     ・支援内容：１医療機関あたり 大 10 万円/日、１薬局あたり 大３万円/日 

・実施期間：令和４年 12 月 29 日～５年１月３日 

 

◆補正内容 

    年末年始の診療体制強化にかかる事業費を補正 

 

（５）介護サービス継続支援事業                       1,829 百万円〔県費〕 

新型コロナウイルス感染症の拡大状況を踏まえ、介護サービス事業所等が必要なサービス

を継続して提供できるよう、国要綱に基づく助成金を増額します。 

 

◆実施概要 

     ・対象施設：令和３年４月１日以降に、コロナ対応を実施した高齢者施設および事業所 

     ・申請見込数：約 1,700 事業所 

     ・対象経費：職員が陽性者となった際の代替職員確保や事業所内の消毒等、サービス提供

の継続のためのかかり増し経費 

     ・補助額：次の①②の総額を補助 

①国が定める施設種別ごとの基準額 

（例：介護老人福祉施設、介護老人保健施設 基準額：38,000 円×定員） 

②基準額を超える分の経費のうち、国が認めた個別協議額 

 ・対象期間：令和３年４月～５年３月（遡及して適用） 

 

◆補正内容 

 介護サービスの提供体制確保にかかる事業費を補正 

 

３ 過年度分事業費の歳入整理補正                  １事業  1,718 百万円 

（１）住民税非課税世帯等臨時特別給付事業費補助金       1,718 百万円〔国費歳入のみ〕 

令和３年度に一般財源で負担をしていた事業費分の国庫補助金を令和４年度に受け入れたた 

め、歳入予算に計上します。 

 

≪参考：令和３年度事業概要≫ 

新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中での生活支援として、住民税非課税世帯等 

に対して、１世帯当たり 10 万円の現金を支給する全額国庫補助の市町村事業 

 

 

 





◆歳⼊歳出予算補正

国県⽀出⾦ ⼀般財源

219,965 0 219,965

(1)

7款1項2⽬
7款2項1⽬
7款2項6⽬
7款3項3⽬
7款4項2⽬
７款6項3⽬
7款6項4⽬

指定管理施設物価⾼騰対策⽀援事業 212,518 212,518

(2) 7款1項2⽬ 地域ケアプラザ運営事業 7,447 7,447

2,039,671 1,874,694 164,977

(1) 7款3項2⽬ 陽性⾼齢者ショートステイ事業 45,484 45,484

(2) 7款6項1⽬ ⾃宅療養者への薬剤配送⽀援事業
（新型コロナウイルス感染症対策事業） 29,970 0 29,970

(3) 7款6項1⽬
⾼齢者施設等の従事者等に対する集中的
検査実施事業
（新型コロナウイルス感染症対策事業）

35,007 0 35,007

(4) 7款6項1⽬ 年末年始における診療体制の強化
（新型コロナウイルス感染症対策事業） 100,000 0 100,000

(5) 7款3項1⽬ 介護サービス継続⽀援事業 1,829,210 1,829,210

0 1,717,771

(1) 0 1,717,771

合計 2,259,636 3,592,465 384,942

裏⾯あり

別 紙

款項⽬ 事業名称
歳出
補正額
（千円）

No.

住⺠税⾮課税世帯等臨時特別給付事業費補助⾦

令和４年度12⽉補正 健康福祉局補正予算事業費等⼀覧

財  源
内  訳

原油価格・物価⾼騰対策

新型コロナウイルス感染症対策

1

2

３年度⼀般財源負担分を４年度歳⼊と
して整理補正

陽性⾼齢者の施設での受⼊にかかる事
業費を補正

薬剤配送⽀援の実施にかかる事業費を
補正

3 過年度分事業費の歳⼊整理補正

⾼齢者施設等での抗原検査実施にかか
る事業費を補正

年末年始の診療体制強化にかかる事業
費を補正

介護サービスの提供体制確保にかかる
事業費を補正

補正理由

指定管理施設に対する光熱費等の⽀援
実施にかかる事業費を補正

地域ケアプラザに対する光熱費の⽀援
実施にかかる事業費を補正



◆指定管理施設物価⾼騰対策⽀援事業

7款1項2⽬ 地域ケアプラザ運営事業 134 75,113

7款1項2⽬ 福祉保健活動拠点運営事業 18 7,295

7款1項2⽬ 社会福祉センター運営事業 1 4,615

7款1項2⽬
福祉保健研修交流センター
「ウィリング横浜」運営事業

1 4,406

7款2項1⽬
精神障害者⽣活⽀援センター運営
事業

8 3,864

7款2項6⽬
障害者スポーツ⽂化センター管理
運営事業

2 19,719

7款2項6⽬
リハビリテーションセンター及び福
祉機器⽀援センター管理運営事業

4 9,866

7款3項3⽬ ⽼⼈ホーム等運営事業 3 22,680

7款3項3⽬ ⽼⼈福祉センター管理運営事業 12 16,185

7款4項2⽬ 救護施設等運営事業 2 8,070

7款4項2⽬
横浜市寿町健康福祉交流センター
事業

1 2,738

７款6項3⽬ スポーツ医科学センター運営事業 1 15,541

7款6項4⽬ 総合保健医療センター運営事業 1 22,426

188 212,518

歳出補正額
（千円）

⽀援対象
施設数

⽀援対象施設

地域ケアプラザ

No. 款項⽬ 事業名称

横浜市寿町健康福祉交流セン
ター

福祉保健活動拠点

社会福祉センター

福祉保健研修交流センター
ウィリング横浜

⽣活⽀援センター

横浜ラポール、ラポール上⼤岡

10

横浜市総合リハビリテーションセ
ンター、福祉機器センター（３施
設）

天神ホーム、新橋ホーム、浦⾈
ホーム

⽼⼈福祉センター

横浜市浦⾈園、横浜市中央浩⽣
館

11

12

13

合計

横浜市スポーツ医科学センター

横浜市総合保健医療センター

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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