
令和４年第７回市議会定例会（12月議会） 

提 出 議 案 

１．開会 令和４年11月29日（火）   午後１時 

２．議案 

条例関係 １０件 （制定４件、改正６件） 

予算関係 １０件 （補正予算１０件） 

その他 １３件  

 計 ３３件 ＋ 人事案件４件（人権擁護委員候補者の推薦） 
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令和４年度 １２月補正の主な内容（一般会計）
現 計 予 算 額
補 正 予 算 額
補正後予算額

令和４年度 12月補正の主な内容

■人事院勧告を踏まえ議員期末手当を増額 957千円
・議員期末手当の支給割合の変更による増額（4.15月分 → 4.25月分）

議員期末手当の増額 957千円 【議案書：Ｐ.69 担当課：議会事務局】

４４，８３９，１９８千円
６５７，３２８千円

４５，４９６，５２６千円

職員人件費の増額 122,876千円 【議案書：Ｐ.69～Ｐ.90 担当課：総務課】

■人事院勧告を踏まえ給料等を増額 44,404千円
① 給料表の改定（初任給の改定ほか）による増額 8,146千円
② 勤勉手当の支給割合の変更【右表】による増額 27,743千円
③ 給料の増に伴う共済費等の増額 8,515千円

■その他の増減 78,472千円
① 退職・採用等に伴う減額 △9,561千円
② 人事異動（会計間異動）等による増額 20,927千円
③ 各種手当等の調整による増額 67,106千円

エネルギー価格の高騰に伴い公共施設の光熱費や施設燃料費等が不足することから、予算を増額する。

※金額は今回の補正予算の対象施設のみの合計。

公共施設の光熱費等の増額 90,680千円 【議案書：Ｐ.69～Ｐ.91 担当課：総務課ほか】

支給割合（期末手当含む）

特別職 4.15月分 → 4.25月分

職 員 4.30月分 → 4.40月分

再任用職員 2.25月分 → 2.30月分

補正前 補正額 補正後 備 考（主な施設等）

光熱費（電気代） 249,700千円 76,060千円 325,760千円 本庁、小・中学校、市民総合センター、城山台給食センター、消防庁舎ほか

施設燃料費等 28,795千円 12,720千円 41,515千円 城山台給食センター、スポーツパーク、斎場ほか

車両燃料費 14,561千円 1,900千円 16,461千円 公用車（本庁・行政局）、消防・救急車両

合 計 293,056千円 90,680千円 383,736千円
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令和４年度 12月補正の主な内容

障害者福祉事業費の増額 40,000千円 【議案書：Ｐ.73 担当課：障害福祉室】

下表の障害者福祉事業に係る利用件数の増加等に対応するため、予算を増額する。

マイナポイント申請支援事業 4,600千円 【議案書：Ｐ.71 担当課：市民課】

マイナンバーカードの申請状況等から、国が実施するマイナポイント事業の申請支援業務の増加が見込まれることから、申請支援窓口を設置する。

■申請支援窓口の概要
設置場所 市役所本庁 ２階市民ロビー（３ブース設置）
設置期間 Ｒ５年１月中旬～２月28日
支援内容 マイナポイント申込手続きの説明及び端末操作補助、健康保険証利用登録及び公金受取口座登録支援ほか

■補正予算 4,600千円（申請支援業務委託料）

内 容 補正前 補正額 補正後

就労継続支援給付費
民間の事業所に雇用されることが困難な障害者が、生産活動等の機会を通じ、就労に必
要な知識及び能力の向上を図り、一般就労に向けて必要な訓練を行うことを支援するもの。

710,000千円 20,000千円 730,000千円

共同生活援助費
障害者が共同生活を営んでいる住居で、主に夜間に相談、入浴、排せつ及び食事の介護
その他日常生活上の支援を行うもの。

285,000千円 20,000千円 305,000千円

医療扶助へのオンライン資格確認の導入 600千円 【議案書：Ｐ.76 担当課：福祉課】

Ｒ５年度中に導入が予定されている医療扶助のオンライン資格確認に対応するため、統合用端末を整備する。

■補正予算 600千円（備品購入費）

医療扶助費の増額 20,000千円 【議案書：Ｐ.76 担当課：福祉課】

医療扶助費の不足が見込まれることから、予算を増額する。

■補正予算 20,000千円（補正前 777,000千円、補正後 797,000千円）
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令和４年度 12月補正の主な内容

山村地域力再生事業 860千円 【議案書：Ｐ.80 担当課：山村林業課】

山村資源を活用した地域産業の振興及び担い手の育成を図るため、団体が実施する事業に対して補助を行う。

■事業主体 田辺市木炭生産者組合
事 業 費 1,290千円（県1/3、市1/3、事業主体1/3）
補助金額 860千円
事業内容 原木運搬用モノレールの購入

母子保健事業用備品等の購入 528千円 【議案書：Ｐ.77 担当課：健康増進課】

地域住民の健康増進等を目的とした寄付金を頂いたことから、母子保健事業等に係る備品を購入する。

■購入備品 発達検査用備品、プロジェクターほか
■補正予算 528千円

田辺市周辺衛生施設組合負担金の増額 14,776千円 【議案書：Ｐ.78 担当課：廃棄物処理課】

田辺市周辺衛生施設組合の補正予算に伴い、負担金を増額する。

■補正予算 14,776千円（補正前 213,334千円、補正後 228,110千円）

ふるさとセンター大塔の厨房備品の購入 4,400千円 【議案書：Ｐ.82 担当課：観光振興課】

地域産物展示販売施設「ふるさとセンター大塔」について、Ｒ５年度からの指定管理の導入に向けて、食堂の運営に必要となる厨房備品の整備を行う。

■補正予算 4,400千円

奥辺路遊歩道看板の整備 1,000千円 【議案書：Ｐ.82 担当課：観光振興課】

龍神地域における観光振興への活用を目的とした寄付金を頂いたことから、奥辺路遊歩道の看板整備を行う。

■整備内容 各所説明看板 ３基、距離標柱 ２基
■補正予算 1,000千円
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令和４年度 12月補正の主な内容

稲成町11号線道路改良事業（新規） 1,830千円 【議案書：Ｐ.84 担当課：土木課】

■事業期間 Ｒ４年度～Ｒ５年度
■総事業費 45,830千円
■事業内容 道路拡幅 Ｌ=163ｍ Ｗ=3.5ｍ（現道 2.5ｍ）
■補正予算 1,830千円（調査委託料、物件移転補償）

稲成公民館建築事業費の増額 2,127千円 【議案書：Ｐ.90 （工事明細表：Ｐ.97） 担当課：生涯学習課】

現年度林業施設災害復旧事業 6,600千円 （債務負担行為 Ｒ５年度 限度額 12,400千円）
【議案書：Ｐ.91 （債務負担行為：Ｐ.63、工事明細表：Ｐ.97） 担当課：山村林業課】

Ｒ４年９月18日～20日の台風14号豪雨により被災した林道の災害復旧

■対象施設 林道３か所（龍神１か所、本宮２か所）
■補正予算 6,600千円（工事請負費 6,400千円、事務費 200千円）※債務負担行為 Ｒ５限度額 12,400千円

過年度公共土木災害復旧事業 40,650千円 （債務負担行為 Ｒ５年度 限度額 54,000千円）
【議案書：Ｐ.92 （債務負担行為：Ｐ.63、工事明細表：Ｐ.97） 担当課：土木課】

市道長野22号線の地すべり災害復旧工事の工法変更に伴い、工事請負費等を計上する。

■補正予算 40,650千円（工事請負費 36,000千円、樹木補償費 3,500千円、物件移転補償費 1,000千円、事務費 150千円）
※債務負担行為 Ｒ５限度額 54,000千円

現在建築中の稲成公民館（Ｒ５年４月供用開始予定）について、地域の安心・安全を確保するため、防犯カメラの整備に係る費用等を増額する。

■補正予算 2,127千円（工事請負費 1,467千円、委託料 660千円）

林業者等健康増進センター改修工事費の増額 13,700千円 （繰越明許費 30,500千円）
【議案書：Ｐ.91 （工事明細表：Ｐ.97） 担当課：スポーツ振興課】

林業者等健康増進センター（龍神村）の屋根改修工事について、工法の見直し等に伴い、工事請負費を増額する。

■補正予算 13,700千円（補正前 16,800千円、補正後 30,500千円） ※繰越明許費 30,500千円
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令和４年度 12月補正の主な内容

令和４年度 １２月補正の主な内容（特別会計）

国民健康保険事業特別会計（事業勘定） 3,300千円 【議案書：Ｐ.102 担当課：保険課】

■保険税の収納に係るシステム改修費用の補正 3,300千円

介護保険特別会計 5,435千円 【議案書：Ｐ.108 担当課：やすらぎ対策課】

■人事院勧告及び人事配置に伴う人件費の増額 5,435千円

現計予算額 9,900,009千円
補正予算額 3,300千円
補正後予算額 9,903,309千円

現計予算額 9,587,443千円
補正予算額 5,435千円
補正後予算額 9,592,878千円

漁業集落排水事業特別会計 1,400千円 【議案書：Ｐ.120 担当課：環境課】

■エネルギー価格の高騰に伴う光熱費の増額 1,400千円

農業集落排水事業特別会計 7,100千円 【議案書：Ｐ.115 担当課：環境課】

■エネルギー価格の高騰に伴う光熱費の増額 7,100千円 現計予算額 366,091千円
補正予算額 7,100千円
補正後予算額 373,191千円

現計予算額 71,859千円
補正予算額 1,400千円
補正後予算額 73,259千円

診療所事業特別会計 △2,709千円 【議案書：Ｐ.125 担当課：健康増進課】

■人事配置に伴う人件費の減額 △3,759千円
■エネルギー価格の高騰に伴う光熱費の増額 1,050千円

現計予算額 327,390千円
補正予算額 △2,709千円
補正後予算額 324,681千円
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令和４年度 12月補正の主な内容

木材加工事業特別会計 59,236千円 【議案書：Ｐ.139 担当課：山村林業課】

■中間納付額の増額に伴う消費税の増額 236千円
■エネルギー価格の高騰に伴う光熱費の増額 3,000千円
■受注の増加や資材費の高騰に伴う加工手数料及び木材加工用原材料費の増額 56,000千円

駐車場事業特別会計 550千円 【議案書：Ｐ.132 担当課：管理課】

■中間納付額の増額に伴う消費税の増額 550千円 現計予算額 334,994千円
補正予算額 550千円
補正後予算額 335,544千円

現計予算額 284,000千円
補正予算額 59,236千円
補正後予算額 343,236千円

令和４年度 １２月補正の主な内容（企業会計）

水道事業会計 24,000千円 【議案書：Ｐ.142 担当課：業務課】

■収益的支出
エネルギー価格の高騰に伴う光熱費及び動力費の増額 24,000千円

特定環境保全公共下水道事業会計 800千円 【議案書：Ｐ.145 担当課：環境課】

【収益的支出】
現計予算額 63,972千円
補正予算額 800千円
補正後予算額 64,772千円

■エネルギー価格の高騰に伴う光熱費の増額 800千円

【収益的支出】
現計予算額 1,836,559千円
補正予算額 24,000千円
補正後予算額 1,860,559千円
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