
　第48号議案 令和４年９月

一般会計（補正第６号） ６号補正後予算額

【歳入歳出予算】

２　総務費

（１） 生活支援臨時給付金

（２） 事務費

３　地域振興費

（１） 公衆浴場への助成
（運営費助成）

（２） 中強羅区民保養所の管理運
営

（３） 区民健康村
（管理運営費）

（４） 区民ギャラリーの管理運営

（５） 生涯学習館の管理運営

（６） 新宿スポーツセンター
（管理運営費）

（７） 新宿コズミックスポーツセ
ンター（管理運営費）

（８） 野球場、庭球場の管理運営

（９） 大久保スポーツプラザの管
理運営

（１０） 新宿ＮＰО協働推進セン
ター（管理運営費）

6,853千円 物価高騰等緊急対策として、光熱費の高騰
に対して指定管理料を増額

1,000千円 物価高騰等緊急対策として、光熱費の高騰
に対して指定管理料を増額

774千円 物価高騰等緊急対策として、光熱費の高騰
に対して指定管理料を増額

令和４年度９月補正予算概要

173,866,982千円

歳出 3,354,701千円

48,172千円

5,320千円 物価高騰等緊急対策として、公衆浴場への
光熱費の高騰に対する支援の実施

5,900千円 物価高騰等緊急対策として、食材料費、光
熱費及び燃料費の高騰に対して指定管理
料を増額

457千円 物価高騰等緊急対策として、光熱費の高騰
に対して指定管理料を増額

12,749千円 物価高騰等緊急対策として、食材料費、光
熱費及び燃料費の高騰に対して指定管理
料を増額

103千円 物価高騰等緊急対策として、光熱費の高騰
に対して指定管理料を増額

1,418千円 物価高騰等緊急対策として、光熱費の高騰
に対して指定管理料を増額

13,598千円 物価高騰等緊急対策として、光熱費の高騰
に対して指定管理料を増額

1,853,025千円

1,640,000千円 物価高騰等緊急対策として、生活支援
臨時給付金を支給

・給付対象者
　  基準日(令和4年9月21日)に、住民基本台帳
　　に記録されている者で、同一の世帯に属す
　　る者全員が次のいずれかの要件を満たす者

　　令和4年度分の特別区民税均等割が課され
　　ていない
　　令和4年度分の特別区民税均等割のみ課さ
　　れている

・給付金額　一人あたり20,000円

213,025千円 ・給付業務委託、案内等発送・口座振込
  料、職員手当、その他事務費
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４　文化観光産業費

（１） 新宿文化センター
（管理運営費）

（２） 新宿歴史博物館
（管理運営費）

（３） 林芙美子記念館の管理運営

（４） 中村彝アトリエ記念館
（管理運営費）

（５） 漱石山房記念館の管理運営

（６） 新宿消費生活センター分館
の管理運営

（７） 高田馬場創業支援センター
の管理運営

５　福祉費

（１） 社会福祉施設等緊急助成

（２） 障害者への自立支援給付等
（介護給付費等）

（３） 障害者への自立支援給付等
（訓練等給付費等）

（４） 障害児支援給付
（障害児通所給付費等）

（５） 心身障害者への助成
（リフトタクシー運行委
託）

（６） 心身障害者への助成
（自動車燃料費）

（７） 在宅重度心身障害者への助
成（寝具乾燥消毒サービ
ス）

（８） 在宅重度心身障害者への助
成（紙おむつ等支給）

（９） 障害者地域生活支援事業
（巡回入浴サービス）

（１０） あゆみの家
（管理運営費）

（１１） 新宿福祉作業所の管理運営

（１２） 高田馬場福祉作業所の管理
運営

11,727千円 福祉・介護職員の処遇改善のための報酬
改定に伴う給付費の増

物価高騰等緊急対策として、食材料費、光
熱費及び燃料費の高騰に対して指定管理
料を増額

物価高騰等緊急対策として、食材料費及
び燃料費の高騰に対して指定管理料を増
額

1,378千円

495千円

418千円 物価高騰等緊急対策として、区民利用者
への燃料費の高騰に対する支援の実施

2,184千円 物価高騰等緊急対策として、光熱費の高騰
に対して指定管理料を増額

50千円 物価高騰等緊急対策として、光熱費の高騰
に対して指定管理料を増額

53千円 物価高騰等緊急対策として、光熱費の高騰
に対して指定管理料を増額

1,123千円 物価高騰等緊急対策として、光熱費の高騰
に対して指定管理料を増額

176千円 物価高騰等緊急対策として、光熱費の高騰
に対して指定管理料を増額

166千円 物価高騰等緊急対策として、光熱費の高騰
に対して指定管理料を増額

1,793千円

64千円 物価高騰等緊急対策として、委託事業者
への燃料費の高騰に対する支援の実施

35千円 物価高騰等緊急対策として、委託事業者
への燃料費の高騰に対する支援の実施

65千円 物価高騰等緊急対策として、委託事業者
への燃料費の高騰に対する支援の実施

物価高騰等緊急対策として、食材料費、光
熱費及び燃料費の高騰に対して指定管理
料を増額

13,807千円

10,055千円 物価高騰等緊急対策として、光熱費の高騰
に対して指定管理料を増額

172千円 物価高騰等緊急対策として、委託事業者
への燃料費の高騰に対する支援の実施

7,190千円 福祉・介護職員の処遇改善のための報酬
改定に伴う給付費の増

375,451千円

283,822千円 物価高騰等緊急対策として、区内社会福
祉施設等への食材料費、光熱費及び燃料
費の高騰に対する支援の実施

47,127千円 福祉・介護職員の処遇改善のための報酬
改定に伴う給付費の増
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（１３） 障害者福祉センターの管理
運営

（１４） 新宿生活実習所の管理運営

（１５） 障害者生活支援センターの
管理運営

（１６） 介護保険特別会計繰出金

（１７） 一人暮し高齢者等への助成
（寝具乾燥消毒サービス）

（１８） 紙おむつ購入費助成

（１９） シニア活動館
（管理運営費）

（２０） 地域交流館
（管理運営費）

６　子ども家庭費

（１） 保育所等緊急助成

（２） 保育所への保育委託等
（私立保育所等委託）

（３） 子ども園等への施設型給付
等

（４） 地域型保育給付等
（小規模保育事業等）

（５） 地域型保育給付等
（家庭的保育事業）

（６） 地域型保育給付等
（居宅訪問型保育事業）

（７） 地域型保育給付等
（事業所内保育事業）

（８） 認可外保育施設利用
（認証保育所）

（９） 地域子ども・子育て支援事
業（一時保育事業）

（１０） 地域子ども・子育て支援事
業（定期保育事業）

（１１） 地域子ども・子育て支援事
業（病児・病後児保育事
業）

（１２） 地域子ども・子育て支援事
業（学童クラブ）

61,521千円 保育士等の処遇改善のための単価改定に
伴う保育委託費の増

1,703千円 保育士等の処遇改善のための単価改定に
伴う給付費の増

11,951千円 保育士等の処遇改善のための単価改定に
伴う運営費の増

2,244千円 保育士等の処遇改善のための単価改定に
伴う運営費の増

1,254千円

物価高騰等緊急対策として、食材料費、光
熱費及び燃料費の高騰に対して指定管理
料を増額

物価高騰等緊急対策として、食材料費及
び燃料費の高騰に対して指定管理料を増
額

物価高騰等緊急対策として、光熱費の高騰
に対して指定管理料を増額

1,355千円

958千円

476千円

243千円 物価高騰等緊急対策として、光熱費の高騰
に対して指定管理料を増額

15,709千円 保育士等の処遇改善のための単価改定に
伴う給付費の増

190千円 保育士等の処遇改善のための単価改定に
伴う給付費の増

1,442千円 保育士等の処遇改善のための単価改定に
伴う給付費の増

660千円 保育士等の処遇改善のための単価改定に
伴う運営費の増

14,058千円 放課後児童支援員等の処遇改善のための
賃金改定を行う事業者を支援

保育士等の処遇改善のための単価改定に
伴う運営費の増

1,407千円 保育士等の処遇改善のための単価改定に
伴う給付費の増

1,925千円 物価高騰等緊急対策として、委託事業者
への燃料費の高騰に対する支援の実施

94千円 物価高騰等緊急対策として、委託事業者
への燃料費の高騰に対する支援の実施

15,442千円 介護職員の処遇改善のための報酬改定に
伴う繰出金の増

672千円 物価高騰等緊急対策として、光熱費の高騰
に対して指定管理料を増額

157,386千円

16,655千円 物価高騰等緊急対策として、私立保育所
等への光熱費及び燃料費の高騰に対する
支援の実施
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（１３） 地域子ども・子育て支援事
業（ひろば型一時保育事
業）

（１４） 地域子ども・子育て支援事
業（地域子育て支援セン
ターの運営）

（１５） 地域子ども・子育て支援事
業（北山伏子育て支援協働
事業）

（１６） 放課後子どもひろば

（１７） 保育所
（管理運営費）

（１８） 保育所
（管理運営委託）

（１９） 子ども総合センター
（ひろば型一時保育）

（２０） 子ども総合センター
（管理運営費）

（２１） 子ども家庭支援センター
（ひろば型一時保育）

（２２） 子ども家庭支援センター
（管理運営費）

（２３） 児童館
（管理運営費）

（２４） 児童館
（管理運営委託）

（２５） かしわヴィレッジ
（管理運営費）

７　健康費

（１） 予防接種
（インフルエンザ）

（２） 予防接種
（事務費）

放課後児童支援員等の処遇改善のための
賃金改定を行う事業者を支援

1,817千円 保育士等の処遇改善のための単価改定に
伴う委託費の増

保育士等の処遇改善のための単価改定に
伴う委託費の増

保育士等の処遇改善のための賃金改定を
行う事業者を支援

2,347千円

893,833千円

167,128千円 冬季に流行するインフルエンザウイル
スによる感染症予防と重症化を防ぎ、
医療体制への逼迫を回避する取組とし
て、令和４年度に限り、高齢者及び子
どものインフルエンザ予防接種の自己
負担額を免除

・対象
　　６５歳以上の者
　　６０歳～６４歳で､心臓･腎臓･呼吸器･免疫
　　機能に重度の障害があり､予防接種を希望
　　する者（身体障害者手帳１級程度）
　　１３歳未満の者

・接種期間
　　令和4年10月1日～令和5年1月31日

198千円 保育士等の処遇改善のための賃金改定を
行う事業者を支援

330千円

放課後児童支援員等の処遇改善のための
賃金改定を行う事業者を支援

337千円

2,589千円 ・予診票郵送料、事務用品購入等

528千円 保育士等の処遇改善のための賃金改定を
行う事業者を支援

16,170千円 放課後児童支援員等の処遇改善のための
賃金改定を行う事業者を支援

198千円 保育士等の処遇改善のための賃金改定を
行う事業者を支援

594千円 社会的養護従事者等の処遇改善のための
単価改定及び物価高騰等緊急対策とし
て、光熱費及び燃料費の高騰に対して指
定管理料を増額

5,148千円 放課後児童支援員等の処遇改善のための
賃金改定を行う事業者を支援

80千円 放課後児童支援員等の処遇改善のための
賃金改定を行う事業者を支援

396千円 保育士等の処遇改善のための賃金改定を
行う事業者を支援

449千円
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（３） 新型コロナウイルス感染症
対策（検査体制の充実）

（４） 新型コロナウイルス感染症
対策（医療費公費負担）

（５） 元気館
（管理運営費）

８　環境清掃費

（１） 環境学習情報センターの管
理運営

（２） リサイクル活動センターの
管理運営

９　土木費

（１） 新宿中央公園の管理運営

10　教育費

（１） スクールバスの運行委託等

（２） 区外学習施設の管理運営

（３） 施設型給付

（４） 私立幼稚園緊急助成

（５） 図書館の指定管理者制度の
活用

4,426千円 物価高騰等緊急対策として、私立幼稚園
への光熱費及び燃料費の高騰に対する支
援の実施

490千円 物価高騰等緊急対策として、光熱費の高騰
に対して指定管理料を増額

5,399千円 物価高騰等緊急対策として、食材料費、光
熱費及び燃料費の高騰に対して指定管理
料を増額

1,220千円 幼稚園教諭等の処遇改善のための単価改
定に伴う給付費の増

11,677千円

142千円 物価高騰等緊急対策として、委託事業者
への燃料費の高騰に対する支援の実施

395千円

240千円 物価高騰等緊急対策として、光熱費の高騰
に対して指定管理料を増額

155千円 物価高騰等緊急対策として、光熱費の高騰
に対して指定管理料を増額

955千円

955千円 物価高騰等緊急対策として、光熱費及び
燃料費の高騰に対して指定管理料を増額

516,574千円 感染症の予防及び感染症の患者に対す
る医療に関する法律第37条に基づく感
染症患者入院医療費の公費負担の増

974千円 物価高騰等緊急対策として、光熱費の高騰
に対して指定管理料を増額

206,568千円 新型コロナウイルス感染症のＰＣＲ検
査及び抗原検査を実施する医療機関へ
の協力金の実績増に伴う増

・3,000円/検体
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１４　国庫支出金

１５　都支出金

１８　繰入金

財政調整基金繰入金 1,957,925千円

補正前財政調整基金繰入金 35,976,919千円

今回補正額 1,369,788千円

補正後財政調整基金繰入金 8,190,542千円

1,957,925千円

27,198,240千円

２０　諸収入

（受託事業収入） 予防接種費 6,672千円

（負担金）障害者自立支援給付費 12,358千円
          障害児通所支援費 3,530千円
          委託保育費 34,072千円
          母子生活支援施設費 235千円
          施設型給付費(子ども家庭費) 8,216千円
　　　　　地域型保育給付費 2,590千円
          感染症対策費 387,343千円
　　　　　施設型給付費(教育費) 449千円

（補助金）障害者地域生活支援事業費 86千円
　　　　　子ども･子育て支援交付金 3,146千円

（負担金）障害者自立支援給付費 6,179千円
          障害児通所支援費 1,765千円
          委託保育費 13,724千円
          母子生活支援施設費 117千円
          施設型給付費(子ども家庭費) 3,366千円
　　　　　地域型保育給付費 931千円
          施設型給付費(教育費) 224千円

（補助金）新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金(総務費) 200,000千円
　　　　　新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金(地域振興費) 48,172千円
　　　　　新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金(文化観光産業費) 13,807千円
          障害者地域生活支援事業費 43千円
          障害者施策推進包括補助事業費 26千円
　　　　　区市町村特別支援事業費 8,475千円
　　　　　新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金(福祉費) 293,810千円
　　　　　学童クラブ事業運営費 3,146千円
          施設型給付費(子ども家庭費) 378千円
　　　　　新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金(子ども家庭費) 16,778千円
　　　　　新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金(健康費) 207,542千円
          インフルエンザ定期予防接種特別補助事業費 107,630千円
　　　　　新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金(環境清掃費) 395千円
　　　　　新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金(土木費)  955千円
          施設型給付費(教育費) 159千円
　　　　　新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金(教育費) 10,457千円

４年度末現在高見込額

10,148,467千円 既計上取崩額

今回取崩額

6,672千円

8,190,542千円 ３年度末現在高見込額

1,957,925千円 既計上積立額

1,957,925千円

　　　         　　財政調整基金現在高見込み

歳入 3,354,701千円

452,025千円

938,079千円
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１号補正後予算額

【歳入歳出予算】

２　保険給付費

（１） 居宅サービス給付費

（２） 施設サービス給付費

（３） 地域密着型サービス給付費

 ４　地域支援事業費

（１） 訪問型サービス事業

（２） 通所型サービス事業

３　国庫支出金

４　支払基金交付金

５　都支出金

７　繰入金

介護給付準備基金繰入金 28,291千円 介護報酬改定に伴う増

介護給付費交付金（現年度分） 31,999千円 介護報酬改定に伴う増

28,133千円

介護給付費負担金（現年度分） 20,829千円 介護報酬改定に伴う増

調整交付金 6,044千円 介護報酬改定に伴う増

歳入 123,537千円

5,019千円

2,777千円 介護職員の処遇改善のための報酬改定に
伴う事業費の増

地域支援事業支援交付金
（現年度分）

1,355千円 介護報酬改定に伴う増

18,317千円

介護給付費負担金（現年度分） 17,690千円 介護報酬改定に伴う増

地域支援事業交付金
（現年度分）

1,260千円 介護報酬改定に伴う増

33,354千円

一般会計繰入金
（地域支援事業費繰入金）

627千円 介護報酬改定に伴う増

地域支援事業交付金
（現年度分）

627千円 介護報酬改定に伴う増

43,733千円

一般会計繰入金
（介護給付費繰入金）

14,815千円 介護報酬改定に伴う増

2,242千円 介護職員の処遇改善のための報酬改定に
伴う事業費の増

118,518千円

63,323千円 介護職員の処遇改善のための報酬改定に
伴う給付費の増

33,151千円 介護職員の処遇改善のための報酬改定に
伴う給付費の増

22,044千円 介護職員の処遇改善のための報酬改定に
伴う給付費の増

介護保険特別会計（補正第１号）

27,151,309千円

歳出 123,537千円
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