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１  開  会  

 

 

２  第 90回市議会臨時会の運営等について  

   

 

３  その他  

   

 



【令和４年７月27日 議会運営委員会資料】 

第 90回西脇市議会臨時会の日程等について  

 

記  

 

１  上程議案とその取扱い  

議案等  件   名  

８月２日（火）  ３日（水) 

午前10時 
 

本 会 議 

午前10時30分 
予  算 
常任委員会 

午前10時 
 

本 会 議 

議  案  

第43号  

令和４年度西脇市一般会計補正

予算（第４号）  

提案説明 

質  疑 

委員会付託 

委員会審査 

委員長報告 

～ 

採  決 

議  案

第44号  

令和４年度西脇市立学校給食セ

ンター特別会計補正予算（第１

号）  

議  案  

第45号  

令和４年度西脇市介護保険特別

会計補正予算（第２号）  

西監報

第６号  

例月出納検査の結果について  

（報告）  
諸報告  ※９月定例会で調査  

西監報

第７号  

例月出納検査の結果について  

（報告）  

 

２  日程及び会期等  

 ⑴  日  程  

   ７月28日（木）午前９時30分から  議案説明会  

   ８月２日（火）午前９時 30分から  議員協議会  

          午前10時00分から  本会議（第１日）  

          午前10時30分から  予算常任委員会  

          午後４時00分    討論通告締切  

     ３日（水）午前10時00分から  本会議（第２日）  

⑵  会  期  

８月２日（火）から３日（水）までの２日間  

 

３  会議録署名議員  

  第１日   ２番  岸本  年裕  議員   11番  東野  敏弘  議員  

  第２日   ３番  藤原  哲也  議員   10番  高瀬   洋  議員  

 

 



 

第 90 回市議会臨時会提出議案 

                                                 （Ｒ４．７．27告示） 

議 案 等 議     案     名 内       容 提案説明者 

議案第43号 令和４年度西脇市一般会計補正予算（第４号） 

 

新型コロナウイルス感染症対応等に係る所要の

補正 
副 市 長 

議案第44号 令和４年度西脇市立学校給食センター特別会計補正

予算（第１号） 

新型コロナウイルス感染症対応に係る所要の補

正 
〃 

議案第45号 令和４年度西脇市介護保険特別会計補正予算 

（第２号） 

新型コロナウイルス感染症対応に係る所要の補

正 
〃 
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【令和４年７月27日 議会運営委員会資料】 

 

第90回市議会臨時会提出議案の概要 
  

◆議案第43号 令和４年度西脇市一般会計補正予算（第４号） 

 ⑴ 新型コロナウイルス感染症対応に係る補正  

   新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金等を活用して、新

型コロナウイルス感染症対策を実施する。       298,686千円 

 ・全19事業（別紙一覧のとおり）  （うち交付金充当額 268,686千円） 

 ・主な内容 

  ＜事業者向け＞ 

  ・中小事業者への原油価格等高騰対策 

  ・農業生産者への資材高騰対策 

  ・福祉関係施設への原油価格等高騰対策  

  ・中小事業者への雇用確保対策 

  ＜生活者向け＞ 

  ・プレミアム付き商品券の発行支援 

  ・こども応援商品券の給付 

 ⑵ マイナンバーカード普及促進事業（人件費を含む。） 45,085千円 

 ⑶ 上記のほか、所要の補正               1,111千円 

 

◆議案第44号 令和４年度西脇市立学校給食センター特別会計補正予算  

      （第１号） 

  物価高騰等の影響による食材費の値上がりに対応するため、副食材料費  

 を増額する。                      3,125千円 

 

 

◆議案第45号 令和４年度西脇市介護保険特別会計補正予算（第２号）  

  75歳以上の希望のあった高齢者を民生委員が訪問・実態把握を行い、介

護予防事業等につなげる。                1,928千円 

 

 



第 90 回市議会提出補正予算案の概要

歳入歳出予算 （単位　千円）

会　計　名 補正前の額 補　正　額 補正後の額 補 正 予 算 の 主 な 内 容
一般会計（第４号） 20,563,038 344,882 20,907,920 公共交通対策事業 400

マイナンバーカード普及促進事業 42,329

障害担当一般事務経費 322
障害福祉サービス等事業所原油価格等
高騰対策事業 3,190

老人一般事務経費 702

介護保険特別会計繰出金 1,928
介護サービス事業所原油価格等高騰対
策事業 9,970

特定認可外保育施設原油価格等高騰
対策事業 300

こども応援商品券支給事業 32,395
認定こども園原油価格等高騰対策事業 2,400
認可外保育施設原油価格等高騰対策事業 300
農業生産資材高騰緊急対策支援事業 25,490

中畑林間ファミリー園管理運営事業 1,013

地域イベント再開支援事業 2,000

市民買い物応援券発行事業 106,000

中小事業者雇用人材支援事業 18,000
中小事業者原油価格等高騰対策事業 85,780

観光一般事務経費 1,111

小学校教育用コンピュータ設置事業 3,980

中学校教育用コンピュータ設置事業 1,742

学校給食センター特別会計繰出金 2,774

人件費（会計年度） 2,756

合　　　　計 344,882

（財源内訳）

　特定財源 314,882

　一般財源所要額 30,000

特別会計 11,091,495 5,053 11,096,548

学校給食センター特別会計（第１号）

307,211 3,125 310,336 給食事業 3,125

介護保険特別会計（第２号）

5,111,451 1,928 5,113,379 介護予防把握事業 1,928



No 事業名 事業概要 予算額 担当課 頁

1 公共交通対策事業
兵庫県と協調し、車内の密度を上げないよう便数等
に配慮した運行に取り組むバス事業者を支援する。

400 企画調整課 9

2
障害担当一般事務経費
（コミュニケーション
支援機器購入）

障害のある人や外国人との会話・意思疎通を円滑に
するため、遠隔での手話通訳・多言語通訳等のサー
ビスを導入する。

322 社会福祉課 9

3
障害福祉サービス等事
業所原油価格等高騰対
策事業

原油価格等の高騰を踏まえ、市内障害福祉サービス
等事業所が負担する燃料費等の一部に対して、最大
30万円助成する。

3,190 社会福祉課 9

4
老人一般事務経費（コ
ミュニケーション支援
機器購入）

マスク着用やアクリルパネル設置など、感染防止対
策下での会話・意思疎通の円滑化を図るため、コ
ミュニケーション支援機器を購入する。

702 長寿福祉課 11

5
介護保険特別会計繰出
金（介護予防把握事
業）

民生委員等が75歳以上の高齢者を個別訪問し、要援
護者を把握するとともに、必要に応じて関係機関へ
と接続する。

1,928 長寿福祉課 11

6
介護サービス事業所原
油価格等高騰対策事業

原油価格等の高騰を踏まえ、市内介護サービス事業
所が負担する燃料費等の一部に対して、最大30万円
助成する。

9,970 長寿福祉課 11

7
特定認可外保育施設原
油価格等高騰対策事業

原油価格等の高騰を踏まえ、市内特定認可外保育施
設が負担する燃料費等の一部に対して、最大30万円
助成する。

300 幼保連携課 11

8
こども応援商品券支給
事業

物価高騰等の影響を受ける子育て世帯の経済的負担
の軽減を図るため、市内の０～18歳の児童１人当た
り５千円の地域商品券を支給する。

32,395 こども福祉課 11

9
認定こども園原油価格
等高騰対策事業

原油価格等の高騰を踏まえ、市内認定こども園が負
担する燃料費等の一部に対して、最大30万円助成す
る。

2,400 幼保連携課 11

10
認可外保育施設原油価
格等高騰対策事業

原油価格等の高騰を踏まえ、市内認可外保育施設が
負担する燃料費等の一部に対して、最大30万円助成
する。

300 幼保連携課 11

11
農業生産資材高騰緊急
対策支援事業

肥料原料等の農業生産資材の高騰を踏まえ、水稲、
畜産、出荷野菜等の生産農家に対して、事業規模に
応じた助成を行う。

25,490 農林振興課 11

12
中畑林間ファミリー園
管理運営事業

コロナ禍でのアウトドアニーズを踏まえて、中畑林
間ファミリー園のテントサイトやトイレを改修し、
衛生用品等を購入する。

1,013 商工観光課 13

13
地域イベント再開支援
事業（増額補正）

社会経済活動の再開による地域活性化に向け、商店
街や地域における新しい生活様式に対応したイベン
トの再開を支援する。

2,000 商工観光課 13

令和４年度一般会計補正予算（第４号）　新型コロナウイルス感染症対策

～新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金関係～

（単位：千円）

1



No 事業名 事業概要 予算額 担当課 頁

14
市民買い物応援券発行
事業

地域経済の活性化と生活者支援を図るため、市内の
商業施設等で使用できるプレミアム率30％の地域商
品券を発行する。

106,000 商工観光課 13

15
中小事業者雇用人材支
援事業

雇用調整助成金を活用して雇用維持と事業継続を図
る市内の中小事業者に対して、最大30万円助成す
る。

18,000 商工観光課 13

16
中小事業者原油価格等
高騰対策事業

原油価格等の高騰を踏まえ、市内に事業所を有する
中小事業者等が負担する燃料費等の一部に対して、
最大30万円助成する。

85,780 商工観光課 13

17
小学校教育用コン
ピュータ設置事業

コロナ禍での遠隔授業等の円滑な実施に向けて、配
信用端末及び周辺機器を購入する。

3,980 学校教育課 13

18
中学校教育用コン
ピュータ設置事業

コロナ禍での遠隔授業等の円滑な実施に向けて、配
信用端末及び周辺機器を購入する。

1,742 学校教育課 15

19
学校給食センター特別
会計繰出金（給食事
業）

物価高騰等の影響による食材費の値上がりに対応す
るため、学校給食センター特別会計に繰り出し、副
食材料費を増額する。

2,774 教育総務課 15

298,686

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の活用状況

133,773  千円

22,570  千円

268,686  千円

425,029  千円

　⑵　一般会計補正予算（第３号）

　⑶　一般会計補正予算（第４号）

　　合　計

　⑴　一般会計当初予算

合計
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