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令和 ４年 ６月議会上程議案の概要について 

 令和 ４年 ６月 ３日 

 

１. 令和 ４年度一般会計補正予算（第 ３ 号） ------ 議案書別冊  

 

（１） 補正予算総額 --- ６７５，８３０ 千円の増額 

 

 

（２） コロナ対策関連予算 

① 国保世帯生活支援給付金事業   予算額 90,000 千円 --- 議案書別冊 30～31 ページ 

・新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、自営業や非正規職員など低所得者の加入が

多い国民健康保険世帯に対して給付を行うための経費を計上するもの 

【 対象者 】 令和 4年 3月 31日時点の被保険者で、かつ令和 4年 6月 1 日賦課期日に 

被保険者であるもの 

【対象者数】 19,250人  【給付金額】 1人あたり 4,000円（申請方式） 

【 受給者 】 世帯主   【申請期限】 令和 5年 3 月末まで  【給付開始】 8月支給予定 

 

 

② 『 就学援助 府内最高の認定基準 』 

小学校就学奨励事業  予算額 78,181千円 --- 議案書別冊 30～33 ページ 

   中学校就学奨励事業  予算額 44,748千円 --- 議案書別冊 32～33 ページ 

 

・新型コロナウイルス感染症の影響及び物価高騰で経済的に困っている世帯に対し、認定基準を

拡大して市立の小・中学校の就学に必要な費用の一部を援助する就学援助費補助金を計上す

るもの 

        【認定基準】 総所得額が生活保護基準の 2倍 （従前は 1.5倍 ⇒ 2倍へ拡大） 

 

 

③ 『 新型コロナウイルス感染防止に伴う休館に対する減収補てん 』 

文化会館等管理運営事業       予算額  5,388千円 --- 議案書別冊 28～29 ページ 

    市民交流センター管理運営事業  予算額  1,694千円 --- 議案書別冊 28～29 ページ 

    公園施設管理事業           予算額  3,549千円 --- 議案書別冊 30～31 ページ 

 

・新型コロナウイルス感染拡大防止に伴う国の緊急事態宣言及び本市の指針の下、令和 3年 

4 月 25 日から同年 6 月 20 日の期間を臨時休業した施設の指定管理者に対して減収補てんを

行うための経費を計上するもの 

 

 

 

（３） その他補正予算 

    ① 成長戦略事業 『 2025大阪・関西万博 PR 』 

予算額 3,000 千円 --- 議案書別冊 28～29 ページ 
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・万博首長連合が万博の機運醸成に向け、今秋より予定している全国各地の物産展と展示会を合

わせたイベント等において、本市の特産品である泉州タオルの PRを行うための経費を計上するも

の 

         【PR 物品】 

           万博ロゴマークと本市 PR メッセージ入りのフェイスタオル 10,000 枚 

             ※大阪府・市による「1000日前イベント（7/18）」、その他イベントで配布 

           万博ロゴマークを活用したマグネットシート 300枚  ※市の公用車等に貼付 

 

 

② 災害見舞金事業 『 ウクライナ緊急支援プロジェクト 』 

予算額 5,831千円 --- 議案書別冊 28～29 ページ 

・ウクライナにおける深刻な人道的危機に対し、本市では、令和 4年 3月 4日より、ふるさと納税

を活用した「ウクライナ緊急支援プロジェクト」を立ち上げ、お寄せいただいた寄附金を、物資

支援、保健サービス、こどもの保護をはじめとする人道支援資金として、日本赤十字社に送る

もの 

                【寄附金】 5,831,000 円（令和 4年 4月 1日～4月 30 日分） 

                     寄附金総額 86,462,162円（2,397件）令和 4年 3月 4日～4月 30日 

 

 

 ③ 泉佐野市行政事務サービスセンター運営交付金事業 

 『 日本初の窓口業務地方独立行政法人化 』   予算額 132,087千円  

--- 議案書別冊  28～29  ページ 

           ・令和 4年 10月 1日設立予定の地方独立行政法人泉佐野市行政事務サービスセンターに対

して、出資金及び令和 4年 10月から令和 5年 3月までの運営に必要な経費を交付金として

交付するもの 

 

 

④ 史跡等保存事業  予算額 2,522千円 --- 議案書別冊 32～33 ページ                                     

・日本遺産「荒波を越えた男たちの夢が紡いだ異空間～北前船寄港地・船主集落」の更なる

認知度や集客の向上を目的として、大型帆船を使った淡路島への渡航イベントなどの北前

船関連事業の推進や周知宣伝にかかる経費にあてるため、事業主体となる泉佐野北前船

活用推進協議会に対して補助するもの                        

【補助金】 北前船推進協議会補助金 

                          

 

⑤ 成長戦略事業『 #ふるさと納税３．０ 』 予算額 164,819千円  --- 議案書別冊 28～29 ページ 

         ・「ヤッホーブルーイング大阪ブルワリー（仮称）」創造プロジェクトの第 1期目標を達成した 

（株）ヤッホーブルーイングに対して地場産品創出支援事業補助金を交付するもの 

 

 

⑥ まちづくり推進事業 『公共サインの更新』 予算額 25,000千円 

  --- 議案書別冊 28～29 ページ 

          ・今後のポストコロナや大阪・関西万博を見据え、交流人口の増加や地域経済の活性化、 

中心市街地の賑わいづくりの重要度が一層増してくる中、国内外から訪問される方々の 
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受入整備として、公共サインを主要駅前や主要公共施設から順次更新するための経費を計

上するもの 

【設 置 数】 35箇所  

 

２． 条例等 案件 

   

（１）  地方独立行政法人泉佐野市行政事務サービスセンターの年度目標の策定について議会の 

議決を求めるもの                                         --- 議案書 41～44 ページ 

・地方独立行政法人法第 87 条の 8 第 4 項の規定により、地方独立行政法人泉佐野市行政事務

サービスセンターの設立団体である市が法人に対して指示する年度目標を策定し、議会の議決

を求めるもの 

          【年度目標】  

第1  目標期間：令和 4年 10 月 1日～令和 5年 3月 31日 

第2  設立団体申請等関係事務処理業務の質の向上に関する事項 

第3  設立団体申請等関係事務処理業務に係る業務運営の改善及び効率化に関する事項 

第4  財務内容の改善に関する事項 

第5  その他設立団体申請等関係事務処理業務に係る業務運営に関する事項 

第6  中長期的な観点から参考となるべき事項 

なお、この年度目標は、地方独立行政法人法第 87 条の 8第 4項の規定に基づき、 

評価委員会の意見を徴取している 

 

 

３． 3月 31日専決報告 案件 

 

（１） 令和 3年度一般会計補正予算(第 13号)  928,832 千円の増額 

                                   ---- 議案書別冊 3～19 ページ 

 

○基金積立事業  予算額 823,046千円   ---- 議案書別冊 12～17 ページ 

・ 令和 3年度ふるさと応援寄附の寄附目的を整理 810,998千円 

     ※ふるさと応援寄附金 令和 3年度 総額 11,334,084 千円 

       うち通常分 7,415,660 千円、＃ふるさと納税 3.0分 3,837,792 千円 

 

・ 令和 3年度基金運用利子を各基金に積立て 2,437千円 

・ 退職手当基金へ積立て 50,000千円 

・ 国保特会決算見込みの黒字相当分を福祉基金へ積立 90,000 千円 

 

 

○地方独立行政法人りんくう総合医療センター運営負担金事業  予算額 85,069千円 

                                   ---- 議案書別冊 14～15 ページ 

          ・ふるさと寄附（メディカルプロジェクト）の 3月末までの受入分を医療環境整備に活用 

するため負担金を追加交付するもの 

 

〇人件費事業（一般管理費）  予算額 20,717 千円 ---- 議案書別冊 12～13 ページ 

          ・退職手当の不足額を計上するもの 


