
令和４年度一般会計補正予算

（補正第５回）

歳出予算の事業の概要

（予算説明資料）
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補正額の財源内訳
特定財源

国庫支出金 県支出金 地方債 その他

原油価格・物価高騰に伴う
生活支援事業

福祉政策課 民生費 社会福祉費
社会福祉総
務費

27,609 49,878 77,487 25,378 24,500

事業の概要 補正の理由 補正額の特定財源の内訳 節
財源 財源名 金額 区分 金額
国 新型コロナウイルス感染症対応地 25,378 役務費 878

方創生臨時交付金 扶助費 49,000
県 生活困窮世帯支援事業補助金 24,500

根拠法令

補正額の財源内訳
特定財源

国庫支出金 県支出金 地方債 その他

電力・ガス・食料品等価格
高騰緊急支援給付金事業

福祉政策課 民生費 社会福祉費
社会福祉総
務費

972,000 972,000 972,000

事業の概要 補正の理由 補正額の特定財源の内訳 節
財源 財源名 金額 区分 金額
国 子育て世帯等臨時特別支援事業費 950,000 報酬 3,778

補助金 職員手当等 720
国 子育て世帯等臨時特別支援事務費 22,000 共済費 604

補助金 旅費 116
需用費 3,000
役務費 7,078
委託料 3,500
使用料及び 2,204
賃借料
工事請負費 1,000
負担金補助 950,000
及び交付金

根拠法令

事業名 所管課 款名称 項名称 目名称 補正前 補正額 計 一般財源

事業名 所管課 款名称 項名称 目名称 補正前 補正額 計 一般財源

【事業の概要】
　原油価格の高騰や物価高騰に直面する生活保護世帯
等の負担を軽減するため、一時金を追加支給する。

【補正の理由】
　光熱費の価格上昇による家計の負担軽減を目的に、
生活保護世帯等に対してさらなる追加給付を行うた
め、予算を補正し対応するもの。

【内容】
　給付額：1世帯あたり14千円
　支給対象世帯：生活保護世帯（在宅者に限る。）
　　　　　　　　児童扶養手当受給世帯　
　　　　　　　　特別児童扶養手当受給世帯
　　　　　　　　特別障害者手当受給世帯
　　　　　　　　経過的福祉手当受給世帯
　見込対象世帯数：3,500世帯

【事業の概要】
　電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏
まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯に対し1
世帯あたり5万円を給付する。

（支給対象世帯）
①令和4年度の市町村民税均等割が非課税の世帯
②家計急変世帯（①以外の世帯のうち、新型コロナウ
　イルス感染症の影響を受け、令和4年1月以降に家計
　が急変し、①と同様の事情にあると認められる世 
　帯。）

【補正の理由】
　国の施策に連動して緊急的に支援を行うため、予算
を計上し対応するもの。

【内容】
　事業費：50千円×19,000世帯＝950,000千円
　事務費：　　　　　　　　　　 22,000千円
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補正額の財源内訳
特定財源

国庫支出金 県支出金 地方債 その他

子育て世帯への生活支援給
付金事業

こども支援
課

民生費 児童福祉費
子ども・子
育て支援費

119,531 119,531 119,531

事業の概要 補正の理由 補正額の特定財源の内訳 節
財源 財源名 金額 区分 金額
国 新型コロナウイルス感染症対応地 119,531 報酬 1,200

方創生臨時交付金 職員手当等 288
共済費 252
旅費 48
役務費 543
委託料 2,200
扶助費 115,000

根拠法令

補正額の財源内訳
特定財源

国庫支出金 県支出金 地方債 その他

肥料価格高騰対策事業 農林課
農林水産業
費

農業費 農業振興費 22,377 22,377 22,377

事業の概要 補正の理由 補正額の特定財源の内訳 節
財源 財源名 金額 区分 金額
国 新型コロナウイルス感染症対応地 22,377 負担金補助 22,377

方創生臨時交付金 及び交付金

根拠法令

事業名 所管課 款名称 項名称 目名称 補正前 補正額 計 一般財源

事業名 所管課 款名称 項名称 目名称 補正前 補正額 計 一般財源

【事業の概要】
　新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中
で、学校や保育施設の臨時休業、事業所の休業、物価
高騰等により、子育てに対する負担の増加や家計の収
支悪化などの困難に直面しているひとり親世帯や低所
得の子育て世帯を支援するための給付金を支給する。

【補正の理由】
　国の施策に連動して、低所得の子育て世帯に対して
緊急的に支援を行うため、予算を計上し対応するも
の。

【内容】
・支給対象者：①児童扶養手当受給世帯等　 
　　　　　　　②(①を除く)住民税非課税の子育て
　　　　　　　世帯等
・支給額　　：1世帯あたり50千円　
・対象世帯数：①約1,800世帯
　　　　　　　②約500世帯

【事業の概要】
　化学肥料の使用低減に向けた取組を行う農業事業者
に対し、肥料価格高騰相当額の一部に係る補助金を交
付する。

【補正の理由】
　肥料価格の高騰による農業経営への影響緩和に向
け、国及び県が実施する肥料価格高騰に係る補助（国
7割・県1割、いずれも直接補助）に、本市も補助を上
乗せするため、予算を計上し対応するもの。

【内容】
　令和4年秋肥及び令和5年春肥購入費用に対し、前年
度からの価格上昇分の1割を補助する。
　（補助金内訳）
　肥料価格高騰分補助　20,577千円
　事務費　　　　　　   1,800千円
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補正額の財源内訳
特定財源

国庫支出金 県支出金 地方債 その他

米子城を活用した観光コン
テンツ造成事業

観光課 商工費 商工費 観光費 7,700 7,700 1,700 6,000

事業の概要 補正の理由 補正額の特定財源の内訳 節
財源 財源名 金額 区分 金額
国 1,700 負担金補助 1,700

方創生臨時交付金 及び交付金
諸収入 観光協会貸付金元利収入 6,000 貸付金 6,000

根拠法令

事業名 所管課 款名称 項名称 目名称 補正前 補正額 計 一般財源

【事業の概要】
　米子城跡を中心とした米子城エリアを、より魅力的
な観光地へと磨き上げるため、従来の観光資源を活か
した新たな観光コンテンツの造成を実施する観光協会
に対して助成等を行う。

【補正の理由】
　観光庁の補助事業「地域独自の観光資源を活用した
地域の稼げる看板商品の創出事業」に米子市観光協会
の提案事業が採択されたことから、実施主体である米
子市観光協会に、本事業の実施に必要な資金の貸付及
び補助をするため、予算を計上し対応するもの。　

【内容】
　米子城エリアにおいて、観光コンテンツ（城下町サ
イクリング、米子城天守プチデイキャンプ等）造成及
びモニターツアーの実施等を行う。
　（米子市観光協会予算内訳）
　総事業費　7,700千円
　財源　　　1,700千円（米子市補助金）
　　　　　　6,000千円（国補助金）　　　　
　※貸付金は、観光協会に国補助金（6,000千円）
　　が交付された後、米子市に返済される。　
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