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介護保険特別会計補正予算(第３号)【案】

国民健康保険特別会計補正予算(第３号)【案】



みよし市
MIYOSHI CITY

一般会計 歳入歳出補正予算 4億1,233万9千円
（単位：千円）

既決予算額 補正予算額 合  計 （ 参 考 ）

Ａ Ｂ Ａ+Ｂ 当初予算額

28,191,885 412,339 28,604,224 25,532,000

特別会計 8,210,946 143,726 8,354,672 8,049,116

4,495,203 149,235 4,644,438 4,400,473

　介護保険特別会計 2,949,917 △ 5,509 2,944,408 2,882,817

・保険事業勘定 2,888,634 △ 6,489 2,882,145 2,820,849

・介護サービス事業勘定 61,283 980 62,263 61,968

　後期高齢者医療特別会計 765,826 ― 765,826 765,826

36,402,831 556,065 36,958,896 33,581,116

項 目

一般会計

　国民健康保険特別会計

計

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
○一般会計補正予算（第１０号）　　補正予算額　　　４億１，２３３万９千円　　補正後予算額　２８６億４２２万４千円○国民健康保険特別会計補正予算（第３号）　　補正予算額　　　１億４，９２３万５千円　　補正後予算額　４６億４，４４３万８千円○介護保険特別会計補正予算（第３号）　　補正予算額　　　△５５０万９千円　　補正後予算額　２９億４，４４０万８千円



➡ 農産物生産コストの負担を軽減

事業名 肥料購入費支援事業
補正額 1,821万3千円

（予算）小事業名 地場産業振興事業

担当課 産業課

【補助金の概要】

みよし市
MIYOSHI CITY

（P.10-11）

・農業者に対して、高騰している肥料購入費用の一部を補助

国補助の上乗せ分
対象 国の支援制度を申請した方
補助 前年度から増加した肥料費の15％

対象者 市内に住民登録がある農業者
（法人にあっては本店又は主たる事務所を市内に有する者）

対象肥料
・令和４年６月から10月までに購入した、令和４年の秋用肥料として使用するもの
・令和４年11月から令和５年５月までに購入し、令和５年の春用肥料として使用

するもの

市独自の補助分
対象 国の支援制度の対象外の方
補助 前年度から増加した肥料費の70％

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
○概要　住民登録がある農業者に対し、高騰している農業用肥料の購入費用の　一部を補助　　　※市内の農家数　９２７世帯（農家台帳より）　　　　 法人数　１２法人（農家台帳より）〇目的　農産物生産コストの負担を軽減し、経営の安定化を図る。



＜市独自の補助分＞

事業名 肥料購入費支援事業

（予算）小事業名 地場産業振興事業

みよし市
MIYOSHI CITY

（P.10-11）

＜国補助の上乗せ分＞

市の補助 15％×0.9
県の補助 15％×0.9

国の補助 70％×0.9
市の補助 70％

前年度からの
価格増加分

国の申請制度を申請した方に、
前年度から増加した肥料費の15％を補助

国の申請制度の対象外の方に、
前年度から増加した肥料費の70％を補助

当年肥料費 当年肥料費

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
【算定式】〇国補助の上乗せ分　〔当年の肥料費 ― （当年の肥料費 ÷ ①価格高騰率 ÷ ②0.9）〕 × 15％〇市独自の補助分　〔当年の肥料費 ― （当年の肥料費 ÷ ①価格高騰率）〕 × 70％※①価格高騰率＝国が定める高騰率。　　　　　　　　令和４年の秋用肥料につていては高騰率1.4。　 ②0.9 ＝ 化学肥料使用料低減率（国の制度で使用されっる率）　　　国の補助金は、化学肥料低減の取組を行った上で、前年度から上昇　　　した肥料費の70％が支援金として交付される。



【その他の市独自の農業従事者支援制度】※一部抜粋

事業名 肥料購入費支援事業

（予算）小事業名 地場産業振興事業

みよし市
MIYOSHI CITY

（P.10-11）

市内に住民登録があり、耕作面積が1,000㎡
以上の農業者（法人にあっては本店又は主たる事務所
を市内に有する者）のうち、
国の支援制度の対象外の方

前年度から増加した肥料費の70％を補助

市独自の補助制度を創設
市の補助
70％

当年肥料費

対象前年度
肥料費

価格
増加分

補助事業 補助対象

果樹減農薬栽培事業 環境保全型農薬推進のため、減農薬栽培に必要
な防除薬剤購入費及び防蛾灯導入費

水稲減農薬栽培事業 少ない農薬で水稲病害虫の被害を未然に防ぐ一
斉防除を実施するための薬剤購入費

地場産業振興事業 農業施設建設費・農機具導入費

県内
トップクラス
の補助率

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
【みよし市農業振興事業補助金】○果樹減農薬栽培事業≪補助対象経費≫環境保全型農薬推進のため、減農薬栽培に必要な防除薬剤購入費及び防蛾灯導入費≪補助率≫　3/10以内≪補助限度額≫　100万円○水稲減農薬栽培事業≪補助対象経費≫水稲共同防除事業に係る植物防疫協議会の薬剤購入費≪補助率≫　2/10以内≪補助限度額≫　250万円○地場産業振興事業≪補助対象経費≫　農業施設建設費・農機具導入費



➡ 物価高騰の影響を受けている市民を支援

事業名 省エネ家電更新費補助事業

補正額 2,000万円

（予算）小事業名 エコエネルギー促進事業

担当課 環境課ゼロカーボン推進室

みよし市
MIYOSHI CITY

（P.8-9）

・エネルギーの物価高騰に伴い上昇する家庭での電気代の削減の
ため、省エネ性能が高いエアコンや冷蔵庫、家庭用LED照明器
具の更新費用を補助

家庭用LED照明器具更新費補助事業

➡ ゼロカーボンに対する市民の意識の高揚
・省エネ家電の使用時の環境負荷が低減されることによる、二酸

化炭素排出量削減効果を期待

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
○家庭における消費電力量の内訳１位　エアコン（14.7％）２位　冷蔵庫（14.3％）３位　照明（13.5％）※上位３位を補助対象都市、効果的に省エネを促進



事業名 省エネ家電・家庭用LED照明器具更新費補助事業

（予算）小事業名 エコエネルギー促進事業

エアコン

みよし市
MIYOSHI CITY

（P.8-9）

【補助金額】５万円
（１世帯１台のみ）

・購入や設置などの費用が
10万円（税込）以上のもの

・APF（通年エネルギー消費
効率）が冷房能力ごとに定
める省エネ基準以上のもの
（目標年度2027年度）

【対象家電】
①買い換えのもの（新設不可）
②みよし市内の事業所又は販売店で購入したもの
③令和4年11月1日から令和5年3月31日までに購入及び設置したもの
④家庭用機器として、市内の住宅に設置したもの

【補助金額】５万円
（１世帯１台のみ）

・購入や設置などの費用が
10万円（税込）以上のもの

・省エネ基準達成率100％以
上のもの（目標年度2021
年度）

【補助金額】１万円
（１世帯１件のみ）

・購入費用が1万5千円（税
込）以上のもの（複数購
入した場合の合算も可）

・蛍光灯や白熱灯などから
の買い換えを対象とし、
LED照明からLED照明へ
の買い換えは対象外

冷蔵庫 LED照明器具

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
○補助内容・対象家電●エアコン　【補助金額　５万円】　・購入や設置などの費用が10万円以上　・APF（通年エネルギー消費効果）が冷房能力ごとに　　定める省エネ基準以上のもの　　（目標年度2027年度）　　　●冷蔵庫　【補助金額　５万円】　・購入や設置などの費用が10万円以上　・省エネ基準達せ率100％以上　　（目標年度2021年度）　●家庭用LED照明器具 【補助金額　１万円】　・購入費用１万５千円以上（複数購入した場合の合算も可）



➡ 市独自の支援金で物価高騰等の影響を受けている
保育所等を支援

事業名 物価高騰対策支援事業
補正額 560万円

（予算）小事業名

担当課 子育て支援課

【支給対象】

（P.4）

・全国的な原油価格、電気及びガス料金等の物価高騰に直面し、
経常的な支出が増加している保育所等に対し、市独自の支援金
を支給

区分 箇所 支援金／１箇所当たり
民間児童クラブ ３クラブ 10〜20万円
私立保育園 ４園 50万円
小規模保育事業所 ２事業所 10万円
私立幼稚園 ６園 50万円

民間児童クラブ・私立保育園
小規模保育事業所・私立幼稚園

放課後健全育成事業 保育園運営事業
幼稚園支援事業

（P.5-6）
（P.12）

みよし市
MIYOSHI CITY

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
○物価高騰対策支援金【民間児童クラブ（３クラブ）】① キッズクラブ・クックバラ　　　　 20万円② キッズクラブ・クックバラみよし　10万円③ エジソンハウス　　　　　　　　　10万円【私立保育園（４園）】　５０万円／１園① 莇生保育園　　　　　③ なかよし保育園② 天王保育園　　　　　④ 黒笹保育園【小規模保育事業所（２事業所）】　１０万円／１事業所① キッズハウスみよし　　② みよしの森ほいくえん【私立幼稚園（６園）】　５０万円／１園① 三好桃山幼稚園② 三好文化幼稚園③ 東山幼稚園④ ベル三好幼稚園⑤ 三好丘聖マーガレット幼稚園⑥ まこと第二幼稚園



事業名 物価高騰対策支援事業

私立幼稚園

施設名 支援金
三好桃山幼稚園 50万円
三好文化幼稚園 50万円
東山幼稚園 50万円
ベル三好幼稚園 50万円
三好丘聖マーガレット幼稚園 50万円
まこと第二幼稚園 50万円

みよし市
MIYOSHI CITY

（予算）小事業名 幼稚園支援事業 （P.12）

補正額 300万円

全国的な原油価格、電気及びガス料金等の物価高騰に直面し、経常的な
支出が増加している幼稚園に対し、市独自の支援金を支給



事業名 物価高騰対策支援事業

私立保育園・小規模保育事業所

施設名 支援金
莇生保育園 50万円
天王保育園 50万円
なかよし保育園 50万円
黒笹保育園 50万円

みよし市
MIYOSHI CITY

（予算）小事業名 保育園運営事業 （P.5-6）

補正額 220万円

全国的な原油価格、電気及びガス料金等の物価高騰に直面し、経常的な
支出が増加している保育所に対し、市独自の支援金を支給

《私立保育園》
施設名 支援金

キッズハウスみよし 10万円
みよしの森ほいくえん 10万円

《小規模保育事業所》



事業名 物価高騰対策支援事業

民間児童クラブ

施設名 支援金
キッズクラブ・クックバラ 20万円
キッズクラブ・クックバラみよし 10万円
エジソンハウス 10万円

みよし市
MIYOSHI CITY

（予算）小事業名 放課後健全育成事業 （P.4）

補正額 40万円

全国的な原油価格、電気及びガス料金等の物価高騰に直面し、経常的な
支出が増加している民間児童クラブに対し、市独自の支援金を支給



みよし市
MIYOSHI CITY

令和４(2022)年11月
記者会見
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