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令和 ４年 １２月議会上程議案の概要について                                              

   令和４年 11月 29日  

１．条例等案件   

 (1) 泉佐野市犯罪被害者等支援条例制定について  

----議案書  15～17 ページ、議案書別冊  20～21ページ 

   ・犯罪被害者等が受けた被害の回復や軽減を図るとともに、市民が安心して暮らすことができる地域社会

の実現のための施策を早急に実施する必要があるため、条例を制定するもの 

     併せて、補正予算で、犯罪被害者等見舞金 500千円を計上  

      施行日 ： 令和 5年 1月 1日 

      対象者 ： 警察で被害届が受理された被害者である市民又はその遺族 

      支給額 ： 遺族見舞金（死亡） 30万円、 重傷病見舞金 10万円 

 

 (2) 泉佐野市手話言語条例制定について ----議案書  103～105 ページ 

   ・市は、手話が言語であるとの認識に基づき、手話の理解と広がりをもって地域で支え合い、手話を使って

安心して暮らすことのできる社会を目指して、この条例を制定するもの 

     施行日 ： 公布の日 

         

 

２．一般会計補正予算 --------- 議案書 別冊 

 

（1） 補正予算総額 -------- １，０３７，６８６千円の増額 

 

（2） 物価高騰対策関連事業 

① 原油価格高騰対策事業者支援金事業 予算額  279,432千円----議案書別冊  24～25 ページ 

 ・原油価格高騰の影響を受けている市内事業者の負担軽減と経営安定化を図るため、緊急対策として、

事業用車両の燃料代に対し支援金を給付するための経費を計上するもの 

                           ＜ 地方創生臨時交付金 及び 地域経済振興基金 ＞ 

    対象者 ： 市内に事務所、事業所を有する中小企業等 

           個人事業主で、申請時点において引き続き３ヶ月以上現在の事業を営んでおり、 

かつ、今後１年以上事業継続に取り組む者 

    給付対象 ： 以下のすべての要件を満たす車両 

            ○道路運送車両法第２条第２項に規定する自動車のうち、三輪車以上の普通自動

車・小型自動車で事業の用に供するもの 

 ○自動車検査証の「使用の本拠の位置」が泉佐野市内であるもの。 

                ○販売するための車両、レンタカー（カーシェアリングを含む）でないもの。 

    給付額 ： 軽自動車…10,000円/台、普通自動車（道路交通法規定）…20,000円/台 

           中型・準中型自動車（道路交通法規定）…30,000円/台 

           大型・大型特殊自動車（道路交通法規定）…50,000円/台 

    申請期間 ： 令和 5年 2月 1日～同年 3月 31日予定 
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② 農業振興補助事業 予算額  31,500千円----議案書別冊  24～25 ページ 

   ・急激な原油価格高騰の影響を受けている市内農業・漁業従事者の負担軽減を図るため、緊急対策

として支援金の給付を行うための経費を計上するもの ＜ 地域経済振興基金 ＞ 

   対象者 ： 以下のすべての要件を満たす方 

          ○市内に住所を有する農業者、農業関係団体、又は市内に主たる事業所を有する 

  農業を営む法人及び漁業者 

○令和3年分または令和4年分の確定申告に農業収入又は漁業収入の申告がある方 

○確定申告書の住所が本市であること 

         給付対象 ： 農機具…令和4年度に使用実績があり所有している田植機、トラクター、コンバイン 

 (3機については乗車式に限る)、米乾燥機、ハウス内加温器 

             漁船…令和 4年度に使用実績があり所有している漁船 

    給付額 ： 農機具…1台につき 1万円、 漁船…1隻につき 5万円 

    申請期間 ： 令和 5年 2月 1日～同年 3月 31日予定 

 

③ 泉州タオルプロモーション推進事業 予算額  5,000千円----議案書別冊  24～25 ページ 

・都市ガス料金が急激に上昇していることから、大阪タオル振興協議会を通じてガスを動力として作

業を行っているタオルの後晒事業者に対し補助を行うための費用を計上するもの  

   ＜ 地域経済振興基金 ＞ 

 

 ④ 「公共施設等の電気・ガス・燃料価格の高騰等」 予算額 100,606千円 

----議案書別冊  20～29 ページ 

        ・物価高騰の影響により燃料・電気・ガス代等が高騰し、各施設の予算に不足が生じる見込みのた

め、その経費を計上するもの 

            （内訳） 

小学校施設管理事業  28,728千円         中学校施設管理事業  14,711千円  

給食センター施設管理事業  6,767千円     中学校給食センター施設管理事業 3,919千円  

庁舎管理事業 8,855千円                 児童発達支援センター施設管理事業 498千円 

児童発達支援センター運営事業 244千円   親子教室施設管理事業 470千円 

こども園施設管理事業 6,656千円        りんくうタウン駅ビル施設管理事業 23,331千円  

消防広域化事業 6,427千円                 合  計     100,606千円 

        

（3） その他補正予算 

① 妊産婦タクシー利用支援事業 予算額  3,950千円----議案書別冊  22～23 ページ 

・市民の妊産婦の経済的・精神的な負担を軽減するため、妊産婦の産婦人科等への通院や出産、産

後の健診受診等の外出時に利用できるようタクシーチケットを配布するための経費を計上するもの 

 ＜ 福祉基金 ＞ 

 対象者 ： 本市に住民登録があり、令和 4年４月１日以降に妊娠届を提出した方 

         (転入された場合も対象） 

 交付内容 ： タクシーチケット 5,000円分 （500円券 10枚） 

 実施時期 ： 通知…令和 5年 1月予定、交付…2月予定 

 交付方法 ： ○妊娠届出時に申請し、後日に送付 

          ○すでに妊娠届を提出された方には郵送でお知らせ 
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② 障害者地域生活支援事業 予算額  1,832千円----議案書別冊  22～23 ページ 

 ・在宅の重度心身障害者の生活行動範囲の拡大と社会参加の促進に寄与するため、タクシーの利

用料金の一部を助成する経費を計上するもの                  ＜ 福祉基金 ＞ 

    対象者 ： 身体障害 1・2級、療育A、精神障害 1級 

    助成内容 ： タクシー初乗り運賃 680円 

 

③ 多胎児家庭育児支援事業 予算額  406千円----議案書別冊  22～23 ページ 

   ・多胎児（双子など）は単胎児に比べ、管理入院等による入院期間が長く、体力が低下した状態での

育児の負担が大きいことから、多胎児の育児家庭の負担軽減を図るため、ファミリーサポートセン

ターの利用助成に必要な経費を計上するもの                ＜ 福祉基金 ＞ 

    対象者 ： 本市に住民登録があり、令和４年４月１日以降に出生した多胎児を養育する世帯 

           (転入された場合も対象) 

    交付内容 ： ファミリーサポートセンター利用補助券 40,000円分 

（800円券 45枚＋100円券 40枚、3歳の誕生日の前日まで利用可) 

         実施時期 ： 通知…令和 5年 1月予定、交付…2月予定 

    交付方法 ： 対象となる方に、申請書を郵送にて送付 

 

       ④ 住民基本台帳事務事業 予算額  69,164千円----議案書別冊  20～21 ページ 

   ・マイナンバーカードの普及率向上のため、カード申請からマイナポイント付与までの受付体制強

化・効率化のため、国庫補助金を活用し電話申請受付業務、交付窓口拡張に必要な経費を計上 

  ・マイナポイント第 2 弾終了後、マイナンバーカードを申請した方に対し、地域ポイント「さのぽ」を付

与する経費を計上するもの 

     対象者 ： マイナポイント期限後の令和 5年 1月以降にマイナンバーカードを申請した方 

             ※マイナポイントが延長された場合は、執行しない 

対象者数 ： 4,000人（令和 5年 1月 2,000人、2月 2,000人） 

       内容 ： 上記対象者に地域ポイント「さのぽ」10,000ポイントを付与 

     マイナンバーカード交付率 ： 55.99％（R4.10月末） 府…51.74％、全国…51.13％  

          

    ⑤ 町会振興事業 予算額  2,000千円----議案書別冊  20～21 ページ 

・地域の応急体制充実と救命率向上を図るため、町会・自治会が自主的に自動体外式除細動器

（AED）を新設・更新する事業に対し、補助を行うための経費を計上するもの 

     内容 ： 補助率 2/3、上限 20万円（一台限り） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


