
令和４年度補正予算案（一般会計第３次、特別会計第１次）につきましては、

以下の視点を踏まえて予算を計上しました。

（１）一般会計

○ 社会経済状況を踏まえた対応（新型コロナウイルス感染症対策、物価高騰対策、

経済対策）のための予算

○ 第２次補正予算編成後に生じた状況の変化に速やかに対応するための予算

○ 令和３年度決算確定に伴う精算等を行うための予算

（２）特別会計

○ 当初予算編成後に生じた状況の変化に速やかに対応するための予算

○ 令和３年度決算確定に伴う精算等を行うための予算

■ 基本的な考え方

■ 補正予算の規模

基本的な考え方に基づいて編成した補正予算案の規模は以下のとおりです。

（１）一般会計

○ 71億3,132万３千円 で、補正後の予算額は、 3,127億19万７千円 となりました。

（２）特別会計

○ 国民健康保険事業特別会計の補正額は、 △２億5,846万８千円 で、補正後の予算額は、

656億1,119万９千円 となりました。

○ 後期高齢者医療特別会計の補正額は、 ３億4,264万２千円 で、補正後の予算額は、

189億9,179万９千円 となりました。

○ 介護保険特別会計の補正額は、 13億2,163万１千円 で、補正後の予算額は、

596億5,403万２千円 となりました。

会計区分 当初予算額 既定予算額 今回補正額 補正後予算額

一般会計 300,874,356 305,568,874 7,131,323 312,700,197

特別会計 142,851,225 142,851,225 1,405,805 144,257,030

国民健康保険事業 65,869,667 65,869,667 △ 258,468 65,611,199

後期高齢者医療 18,649,157 18,649,157 342,642 18,991,799

介護保険 58,332,401 58,332,401 1,321,631 59,654,032

（単位：千円）

【問合先】企画経営部 財政課 電話 5744-1126
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1 地域医療連携の推進 １億8,000万円

新型コロナウイルス陽性患者の入院を受け入れ、治療を行った区内病院に対して、助成金を

交付することで、受入病院の支援を行い、医療提供体制を確保する。

対象者：患者の治療を行った区内病院 助成額：入院患者１名、１回につき、10万円

【問合先】健康政策部 健康医療政策課 電話 5744-1264

2 乳幼児等予防接種 8,913万円

インフルエンザワクチン接種費用を助成し接種率を上げ、保育園、学校等における集団感染

や感染拡大リスクが低減するとともに、安定した医療体制を確保する。

対象者：６か月以上15歳（中学校３年生相当）以下の者 助成額：１回あたり1,000円

【問合先】健康政策部 感染症対策課 電話 5744-1263

4 新型インフルエンザ等感染症対策 ５億1,334万円

新型コロナウイルス感染症の拡大に対応し、区民の生命を守るために保健所の体制強化を図

り、感染症法に基づく入院患者の移送及び入院医療費を増額するとともに、業務委託を継続す

る。

【問合先】健康政策部 感染症対策課 電話 5744-1263

１ 新型コロナウイルス感染症への対応

5 新型コロナウイルスワクチン接種 36億6,877万円

初回接種を完了した全ての区民を対象に実施することを想定し、オミクロン株に対応した新

型コロナワクチンの接種体制を確保する。

【問合先】健康政策部 感染症対策課 電話 5744-1493

3 高齢者予防接種 ３億6,032万円

新型コロナウイルス感染症にり患した場合の重症化リスクが高い高齢者等に対し、早期にイ

ンフルエンザの定期予防接種を受けるよう促し、安定した医療体制を確保する。

対象者：65歳以上の者及び基礎疾患を有する60～64歳の者 助成額：2,500円

【問合先】健康政策部 感染症対策課 電話 5744-1263



6 大学在学生及び進学生臨時給付型奨学金支給事業 4,273万円

大学等に在学中の学生等が、安心して学業を継続できるよう臨時の修学支援を行う。

対象者：区貸付型奨学金を借入中の在学生及び令和５年度進学予定で同奨学金貸付決定者

助成額：５万円

【問合先】福祉部 福祉管理課 電話 5744-1245

障害福祉サービス事業所等が、引き続き安定したサービスを提供できるよう支援する。

助成額：入所系 17,000円×定員数

通所系（食事あり）7,000円×定員数 （食事なし）6,000円×定員数

7 原油価格・物価高騰等における障害福祉サービス事業所・施設に対する支援 2,435万円

【問合先】福祉部 障害福祉課 電話 5744-1639

9 物価高騰における保育サービス事業所に対する支援 9,383万円

保育サービス事業所等が、引き続き安定したサービスを提供できるよう支援する。

助成額：食材費400円（月額）

光熱水費600円（月額）

【問合先】こども家庭部 保育サービス課 電話 5744-1279

10 原油価格・物価高騰等における私立幼稚園に対する支援 1,515万円

私立幼稚園が、引き続き安定したサービスを提供できるよう支援する。

助成額：食材費20円（１食）、光熱水費200円（月額）

燃料費4,500円（バス１台/月額）

【問合先】教育総務部 教育総務課 電話 5744-1619

11 物価高騰に係る学校給食食材費に係る支援 8,979万円

学校給食の質を確保するため、区立小中学校の給食食材調達に係る費用を支援する。

対象者：区内小中学校 支援額：１食あたり小学校20円、中学校25円

【問合先】教育総務部 学務課 電話 5744-1431

２
物価高騰等に苦しむ区民生活・区内経済を
支える取組み

介護サービス事業所等が、引き続き安定したサービスを提供できるよう支援する。

助成額：入所系 17,000円×定員数

通所系（食事あり）7,000円×定員数 （食事なし）6,000円×定員数

訪問入浴 12,000円×入浴車両数

8 原油価格・物価高騰等における介護サービス事業所・施設に対する支援 1億1,289万円

【問合先】福祉部 介護保険課 電話 5744-1359



12 新井宿会館外壁改修その他工事 5,000万円

外壁改修及び屋上防水工事を実施する。

【問合先】地域力推進部 新井宿特別出張所 電話 3776-5391

外壁改修工事を実施する。

13 馬込区民センター外壁改修工事 4,576万円

【問合先】地域力推進部 馬込特別出張所 電話 3774-3301

14 蒲田地域庁舎地下駐車場等照明改修工事及び中庭外壁改修等工事 2,400万円

地下駐車場等照明ＬＥＤ化改修工事、中庭外壁改修及び防水工事を実施する。

【問合先】福祉部 蒲田地域福祉課 電話 5713-1505

15 旧産学連携施設及び北蒲広場プール棟内部改修工事 4,490万円

くすのき園（仮設）及び統計調査事務室として利用するため、内部改修工事を実施する。

【問合先】福祉部 障害福祉課 電話 5744-1639
地域力推進部 蒲田東特別出張所 電話 5713-2001

17 久が原福祉園非常放送設備改修工事 900万円

非常放送設備改修工事を実施する。

【問合先】福祉部 障害福祉課 電話 5744-1639

３ 経済対策（公共事業）

16 大森東福祉園改修工事 １億4,560万円

内部改修工事及び外壁改修工事を実施する。

【問合先】福祉部 障害福祉課 電話 5744-1639

18 特別養護老人ホームたまがわベランダ改修工事 3,754万円

２階及び４階ベランダ・ウッドデッキ改修工事を実施する。

【問合先】福祉部 介護保険課 電話 5744-1258

屋上防水全面改修工事（池上第三保育園）、

空調設備更新工事（浜竹保育園、いずも保育園）を実施する。

19 保育園改修工事 5,700万円

【問合先】こども家庭部 子育て支援課 電話 5744-1642



20 防災市民組織・消火隊の充実 1,552万円

災害発生時に大規模な停電が起こった際でも地域の防災活動に支障が生じないよう、防災市

民組織等が非常用発電機や蓄電池などを購入する経費の一部を補助する。

対象者：防災市民組織等 助成率：1/2 助成額：上限60万円

【問合先】総務部 防災危機管理課 電話 5744-1611

高校生等を養育している者に対し、高校生等に係る医療費の一部を助成することにより、高

校生等の保健の向上と健全な育成を図り、もって子育ての支援に資することを目的とした高校

生等医療費助成事業の実施に向け準備する。

21 高校生等医療費助成事業 2,052万円

【問合先】こども家庭部 子育て支援課 電話 5744-1275

22 災害時医療体制の整備 924万円

災害時における軽症者救護所の運営に備え、非常用トイレ、非常用照明、テント及び非常用

電源を購入し、備蓄品の充実を図る。

【問合先】健康政策部 健康医療政策課 電話 5744-1264

４ 第２次補正予算編成後の状況変化


