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令和４年第２回臨時市議会提出議案の概要 

〇議第７６号 令和４年度中津市一般会計補正予算（第４号） 

電力・ガス・食料品等の価格高騰の影響を受けている、子育て世帯、中小企業者、 

貨物運送事業者、公共交通事業者に対して、国の交付金と財政調整基金を活用し、 

支援を行う。 

そのほか、住民税非課税世帯等に対する給付金、台風１４号による災害復旧に係る 

所要の補正を行う。 

１．補正概要 

補 正 予 算 額  １，１４８，３３８ 千円 

電力・ガス・食料品等価格高騰 
３４４，８７６ 千円 

重点支援事業 

電力・ガス・食料品等価格高騰 
６０６，６２２ 千円 

緊急支援給付金事業 

災害復旧事業（台風１４号関連） １９６，８４０ 千円 

既 決 予 算 額  ４４，７９４，７０６ 千円 

累 計  ４５，９４３，０４４ 千円 

（対当初＋７．２％ 対現計＋２．６％） 

【歳入の主な内訳】 

国 庫 支 出 金  ８５５，１９４ 千円 

電力・ガス・食料品等価格高騰 
２３７，０５１ 千円 

重点支援地方交付金 

住民税非課税世帯等に対する臨時 
６１４，８０８ 千円 

特別給付金事業費補助金 

県 支 出 金  １２４，８００ 千円 

財政調整基金繰入金  ６０，９４４ 千円 

市 債  １０５，３００ 千円 
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2．事業費総括表

3．事業概要一覧表

＜電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援事業＞ 単位：千円

ＮＯ． 事　業　名 予　算　額 事　業　の　概　要 課名

144,513

（特定財源）

国庫 99,331

99,310

（特定財源）

国庫 68,261

商工・
雇用・
政策課

1

【子育て元気応援給付
金給付事業（価格高騰
対策）】
子育て元気応援給付金

　電力・ガス・食料品等の物価高騰に伴う子育て世帯へ
の支援として、市内在住の児童1人につき1万円をプッ
シュ型で支給する。（一部申請が必要）

　・支給対象者：14,278人（見込）
　　　①令和4年9月30日現在、市内に住民票のある
　　　　 平成16年4月2日以降から令和4年9月30日
　　　　 までに生まれた児童の父母等
　　　②令和4年10月1日以降、令和5年4月1日までに
　　　　 生まれた市内に住民票のある児童の父母等
　　　③令和4年10月1日以降、令和5年3月31日まで
　　　　 に市内に転入した児童の父母等

子育て
支援課
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【商業振興事業（価格
高騰対策）】
がんばる中小企業者等
応援金

　新型コロナウイルス感染症や物価高騰等の影響によ
り、売り上げが減少している中、継続して事業されている
市内中小企業者に対し、水道光熱費に相当する額の
応援金を交付する。

　・交付対象
　　　 令和4年7月から12月のうち連続した2か月の売上
　  合計が令和元年から令和3年のうち、選択した年の
　  同2ヶ月間の売上合計比で40％以上減少した市内
　  中小企業者
　・交付内容
　　　令和元年から3年のうち、選択した年の確定申告
　　書における「水道光熱費」に該当する費用の合計
　  金額の1/3に相当する額
　　　 法人　上限200千円
　　　 個人　上限100千円

国・県 市債 その他 一般財源

電力・ガス・食料品等
価格高騰重点支援事業

344,876 237,051 0 0 107,825

電力・ガス・食料品等
価格高騰緊急支援給付金事業

606,622 614,808 0 0 △8,186

災害復旧事業（台風14号関連） 196,840 128,135 105,300 2,100 △38,695

合計 1,148,338 979,994 105,300 2,100 60,944

単位：千円

財源
事業費事業

※一般財源のマイナス分は予備費にて対応済み
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単位：千円

ＮＯ． 事　業　名 予　算　額 事　業　の　概　要 課名

65,000

（特定財源）

国庫 44,678

5,453

（特定財源）

国庫 3,748

30,600

（特定財源）

国庫 21,033

※【　】内は細目名称。【　】がない事業は事業名と細目名称が同一

＜電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金事業＞ 単位：千円

ＮＯ． 事　業　名 予　算　額 事　業　の　概　要 課名

606,622

（特定財源）

国庫 614,808

※【　】内は細目名称。【　】がない事業は事業名と細目名称が同一
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【環境対策事業（価格
高騰対策）】
LED照明買替支援補助
金

　物価高騰等の影響を受けている一般家庭に対し、
LED照明器具（LED電球を含む）へ買い替える際に補
助金を交付する。

　・補助対象
　　　一般家庭がLED以外の照明器具からLED照明
　　器具（LED電球を含む）への買い替えに要した費用
　　の1/2（上限30千円）

環境
政策課
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【商業振興事業（価格
高騰対策）】
貨物運送事業者等支援
金

　新型コロナウイルス感染症や燃料費高騰等の影響に
よる輸送費上昇のため、厳しい経営となっている市内貨
物運送事業者等に対し、交付対象車両数により支援金
を交付する。

　・交付対象
　　　市内に本社等を有する貨物運送事業者等で令和
　 4年4月1日時点で法令に基づく事業の認可等を受け
　 ており、今後も交付対象車両を有し、同事業を継続
　 するもの
　・交付内容
　　　交付対象車両数×交付単価
　　　交付単価
　　　　 普通自動車　100千円
　　　　 小型自動車　150千円
　　　　 軽自動車 　　150千円
　　　法人 1,000千円（上限）
　　　個人    300千円（上限）

商工・
雇用・
政策課

　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（住民税非
課税世帯等）に対して、1世帯当たり5万円を支給する。

　・給付対象世帯：12,000世帯
　・給付総額：600,000千円
　・事務費　 ：116,622千円
　・事務費　 ：※8,186千円（予備費対応分）

福祉
政策課

【住民税非課税世帯等
に対する臨時特別給付
金給付事業】
電力・ガス・食料品等価
格高騰緊急支援給付金
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【地域振興対策事業
（価格高騰対策）】
公共交通事業者燃油高
騰対策支援事業補助金

　新型コロナウイルス感染症や燃料費高騰により、厳し
い経営状況にある地域公共交通事業者に対し、乗合バ
ス等の運行に必要な経費を支援する。

　・補助対象
　　　乗合バス、タクシー会社
　・補助内容
　　　燃料費の県内市場価格と過去3年平均の差額×
　　　1/4
　　　（上限 ガソリン、軽油 7円/1L、LPガス 4円/1L）

地域・
振興・
広聴課
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＜災害復旧事業＞ 単位：千円

ＮＯ． 事　業　名 予　算　額 事　業　の　概　要 課名

196,840

（特定財源）

国庫 3,335

県 124,800

市債 105,300

他 2,100

7
災害復旧事業
（令和4年台風14号関
連）

【令和4年台風14号関連】

　・農地及び農業用施設　　 152,240千円

　・林業用施設林業用施設　116,200千円

　・道路道路道路道路道　　 117,800千円

　・河川堤防河川堤防河　11　 8,600千円

　・体育施設体育施設体　11　 2,000千円

耕地課
建設政
策課

排水対
策課

各支所
農林建
設課
ほか
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