
Ⅰ一般会計(11号補正)
１ 歳入歳出予算の補正

（補正前　49,871,226千円、補正額　2,984,972千円、補正後　52,856,198千円）

(1)歳入

・ 法人市民税法人税割 125,000 千円

・ 社会資本整備総合交付金（国庫支出金） 115,406 千円

・ 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金（国庫支出金） 210,483 千円

・ 児童福祉事業指定寄附 200 千円

・ 決算に伴う純繰越 2,108,353 千円

・ 市債 △ 29,100 千円

・ その他 454,630 千円

合計 2,984,972 千円

　 (2)歳出

◇ 文化会館駐車場の舗装整備 6,850 千円

小計 6,850 千円

◇ 指定寄附を活用したベビーベッドの購入 200 千円

小計 200 千円

◇ ふるさと納税返礼品事業の充実 109,548 千円

小計 109,548 千円

◇ 中新田丸田地区土地区画整理事業の促進 12,540 千円

小計 12,540 千円

◇ ＧＩＧＡスクール構想の推進のためのネットワーク接続環境の改善 3,210 千円

小計 3,210 千円

◇ 感染防止衣の購入 12,730 千円

小計 12,730 千円

◇ スマートフォンを活用した行政手続の電子化 2,588 千円

小計 2,588 千円

◇ 過年度国庫支出金返還金 314,083 千円

◇ 燃料高騰に伴い不足する電気料等の増額 55,489 千円

◇ 基金積立金 2,213,813 千円

◇ その他 253,921 千円

小計 2,837,306 千円

合計 2,984,972 千円

⑧その他

④便利で快適に暮らせるまち

⑤豊かな学びを育むまち

令和４年度12月補正予算概要

①充実して暮らせるまち

③にぎわいがあり自然に優しいまち

⑥安全で安心して暮らせるまち

⑦かがやきを創造するまち

②健やかに暮らせるまち

・「ふるさと納税」事業について、想定を上回る寄附をいただいていることから、返礼品等の予算を増額します。

・中新田丸田地区土地区画整理事業について、行政協議で新たに発生した検討業務を実施するとともに、事業

の早期推進を図るため、令和５年度当初に想定していた業務を前倒しして実施します。

・行政手続を、２４時間３６５日、スマートフォンで完結できる環境を構築し、市民の利便性の向上を図ります。
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２ 繰越明許費
① 市庁舎照明器具ＬＥＤ化改修工事 64,065 千円
（理由）事業の早期完成に向け、年度を跨いで実施したいため

② 文化会館駐車場舗装工事 6,300 千円
（理由）事業の早期完成に向け、年度を跨いで実施したいため

③ 街区公園等ナラ枯れ樹木処理 4,422 千円
（理由）樹木処理に時間を要し、年度内完了が見込めないため

④ 緑地等ナラ枯れ樹木処理 4,301 千円
（理由）樹木処理に時間を要し、年度内完了が見込めないため

⑤ 消防本庁舎トイレ改修工事 8,593 千円
（理由）事業の早期完成に向け、年度を跨いで実施したいため

⑥ 感染防止衣購入 12,730 千円
（理由）事業の早期完成に向け、年度を跨いで実施したいため

⑦ 大谷北二丁目ほか２か所防火水槽撤去工事【別紙１】 19,636 千円
（理由）事業の早期完成に向け、年度を跨いで実施したいため

⑧ 大谷小学校ほか１校屋内運動場大規模改修工事設計委託 7,348 千円
（理由）事業の早期完成に向け、年度を跨いで実施したいため

⑨ 今泉小学校南棟系統空調改修工事設計委託 2,794 千円
（理由）事業の早期完成に向け、年度を跨いで実施したいため

⑩ 中新田小学校校舎外装改修工事設計委託 4,279 千円
（理由）事業の早期完成に向け、年度を跨いで実施したいため

⑪ 門沢橋小学校ほか１校空調室外機部品交換工事 19,692 千円
（理由）事業の早期完成に向け、年度を跨いで実施したいため

⑫ 温故館照明器具ＬＥＤ化改修工事 6,439 千円
（理由）事業の早期完成に向け、年度を跨いで実施したいため

３ 債務負担行為の補正
(1) 追加

① 広報えびな印刷

期　間：令和４年度～令和６年度

限度額：49,413千円

（理由）翌年度以降の業務を年度内に契約し、年度を跨いで実施したいため

② 海老名市立総合福祉会館指定管理料

期　間：令和４年度～令和９年度

限度額：131,991千円

（理由）翌年度以降の5年間の管理運営について協定を締結するため

③ 海老名市障害者支援センターあきば指定管理料

期　間：令和４年度～令和９年度

限度額：101,795千円

（理由）翌年度以降の5年間の管理運営について協定を締結するため

④ 海老名市立わかば会館指定管理料

期　間：令和４年度～令和６年度

限度額：75,814千円

（理由）指定期間を２年間延長することに伴い、年度内に協定を締結するため
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⑤ 荷卸用昇降装置付車両及び脱着装置付コンテナ専用車購入

期　間：令和４年度～令和５年度

限度額：24,182千円

（理由）翌年度以降の業務を年度内に契約し、年度を跨いで実施したいため

⑥ 消防署南分署移転工事【別紙２】

期　間：令和４年度～令和６年度

限度額：909,469千円

（理由）翌年度以降の業務を年度内に契約し、年度を跨いで実施したいため

⑦ 学習支援ソフト運用

期　間：令和４年度～令和５年度

限度額：2,008千円

（理由）翌年度以降の業務を年度内に契約し、年度を跨いで実施したいため

⑧ 学習者用端末フィルタリング導入

期　間：令和４年度～令和５年度

限度額：806千円

（理由）翌年度以降の業務を年度内に契約し、年度を跨いで実施したいため

⑨ 学校給食調理等業務委託

期　間：令和５年度

限度額：244,272千円

（理由）現契約の契約期間を翌年度に延長し、年度を跨いで実施したいため

４ 地方債の補正
(1) 追加

①　駐車場整備事業債 限度額　 　 3,800千円　
（理由）対象事業開始に伴う市債の増

(2) 変更
①　市庁舎ＬＥＤ化整備事業債 限度額　　 23,800千円　→　　   87,200千円
（理由）対象事業費の増額に伴う市債の増

②　道路橋りょう整備事業債 限度額　1,619,600千円　→　　1,507,900千円
（理由）財源更正に伴う市債の減

③　都市計画整備事業債 限度額　　218,300千円　→　　　214,400千円
（理由）財源更正に伴う市債の減

④　消防施設整備事業債 限度額　　 86,800千円　→　 　　94,800千円
（理由）対象事業費の増額に伴う市債の増

⑤　小学校施設整備事業債 限度額　　 32,200千円　→　　　 43,500千円
（理由）対象事業費の増額に伴う市債の増

Ⅱ国民健康保険事業特別会計(２号補正)
１ 歳入歳出予算の補正

（補正前　12,194,030千円、補正額　111,434千円、補正後　12,305,464千円）
(1)歳入

・ 保険給付費等交付金 165 千円
・ 一般会計繰入金 13,572 千円
・ 決算に伴う純繰越 97,697 千円

合計 111,434 千円
(2)歳出

・ 連合会負担金 165 千円
・ 特定健康診査等事業費 13,572 千円
・ 財政調整基金積立金 96,714 千円
・ 国庫支出金等過年度分返還金 983 千円

合計 111,434 千円
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Ⅲ介護保険事業特別会計(３号補正)
１ 歳入歳出予算の補正

（補正前　8,955,508千円、補正額　264,010千円、補正後　9,219,518千円）
(1) 歳入

・ 介護給付費負担金 21,261 千円
・ 介護給付費交付金 17,663 千円
・ 一般会計繰入金 8,178 千円
・ 介護保険給付費等準備基金繰入金 18,319 千円
・ 決算に伴う純繰越 198,589 千円

合計 264,010 千円
(2)歳出

・ 居宅介護等サービス給付費 55,054 千円
・ 居宅介護等サービス計画給付費 10,116 千円
・ 審査支払手数料 251 千円
・ 介護保険給付費等準備基金費 79,414 千円
・ 国庫支出金等過年度分返還金 69,756 千円
・ 一般会計繰出金 49,419 千円

合計 264,010 千円

Ⅳ後期高齢者医療事業特別会計(２号補正)
１ 歳入歳出予算の補正

（補正前　2,111,190千円、補正額　7,707千円、補正後　2,118,897千円）
(1) 歳入

・ 一般会計繰入金 △ 8,794 千円
・ 決算に伴う純繰越 16,501 千円

合計 7,707 千円
(2) 歳出

・ 後期高齢者医療広域連合納付金 △ 8,794 千円
・ 一般会計繰出金 16,501 千円

合計 7,707 千円

Ⅴ公共下水道事業会計(２号補正)
１ 収益的支出の補正

(1) 支出　（補正前　2,961,484千円、補正額　86,152千円、補正後　3,047,636千円）
・ 流域下水道管理費 86,152 千円

合計 86,152 千円

Ⅵ公共用地先行取得事業特別会計
１ 歳入歳出予算

(1) 歳入
・ 一般会計繰入金 192 千円
・ 市債 136,000 千円

合計 136,192 千円
(2)歳出

・ 公共用地先行取得事業費 136,192 千円

合計 136,192 千円
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撤去予定箇所

大谷北2-3964 北側から撮影

撤去予定箇所

大谷北2-3890付近 北側から撮影

■令和４年度12月補正予算繰越明許費箇所図 

○件名：大谷北二丁目ほか２か所防火水槽撤去工事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙 １ 
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撤去予定箇所

中新田1-5-8
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移転先

現消防署南分署

■令和４年度12月補正予算債務負担行為箇所図 

○件名：消防署南分署移転工事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙 ２ 
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