
令和４年第２回定例会会期日程   
１ 会  期      １８日間（６月１０日～６月２７日）  
２ 議事日程 
６月１０日（金） 開 会 提出議案（報第１１号ないし報第１３号を除く、説明） 

ただし、報第１０号（質疑、討論、表決） 
報第１１号ないし報第１３号（報告、質疑）     １１日（土）     １２日（日）     １３日（月） 再 開 提出議案、請願（質疑、委員会付託）     １４日（火） 民生生活委員会、民生生活委員会協議会         １５日（水） 建設水道委員会、建設水道委員会協議会     １６日（木） 総務文教委員会、総務文教委員会協議会 

１７日（金）     １８日（土）                       休 会     １９日（日）     ２０日（月）     ２１日（火） 
２２日（水）     ２３日（木） 再 開 一般質問 
２４日（金） 一般質問        付託議案、請願（委員長報告、質疑、討論、表決） 
２５日（土） 
２６日（日）     ２７日（月） 予備日 休 会 議案熟読のため休会 
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令和４年第２回赤穂市議会定例会提出議案一覧表   
報第１０号  専決処分の報告について 
専第３号  令和３年度赤穂市一般会計補正予算 
専第４号  令和３年度赤穂市職員退職手当管理特別会計補正予算 

（専第３号及び第４号は別冊「令和３年度赤穂市各会計補正予算」） 
専第５号  令和４年度赤穂市一般会計補正予算（別冊） 
報第１１号  令和３年度赤穂市一般会計予算の繰越しについて 
報第１２号  令和３年度赤穂市水道事業会計予算の繰越しについて 
報第１３号  令和３年度赤穂市下水道事業会計予算の繰越しについて 
第３５号議案 令和４年度赤穂市一般会計補正予算 
第３６号議案 令和４年度赤穂市病院事業会計補正予算 
第３７号議案 令和４年度赤穂市水道事業会計補正予算 

（第３５号議案～第３７号議案は別冊「令和４年６月赤穂市各会計補正予 
算」） 

第３８号議案 赤穂市税条例等の一部を改正する条例の制定について 
第３９号議案 赤穂市都市計画税条例の一部を改正する条例の制定について 
第４０号議案 赤穂市病院事業使用料及び手数料条例の一部を改正する条例の制定について 
第４１号議案 看護学生等修学資金貸与条例の一部を改正する条例の制定について 
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（単位　千円）

会　　　計　　　区　　　分 現計予算 3月専決予算 計 補　正　額　の　主　な　も　の

一般会計 25,366,800 274,700 25,641,500 年間執行見込みによる補正

特別会計

   国民健康保険事業 5,282,900 5,282,900

   職員退職手当管理 400,300 62,444 462,744 年間執行見込みによる補正

   墓地公園整備事業 5,700 5,700

   介護保険 4,553,200 4,553,200

   後期高齢者医療保険 817,604 817,604

小　　　計 11,059,704 62,444 11,122,148

企業会計

   病院事業 12,411,013 12,411,013

   介護老人保健施設事業 392,643 392,643

   水道事業 1,901,572 1,901,572

   下水道事業 5,558,612 5,558,612

小　　　計 20,263,840 20,263,840

合　　　計 56,690,344 337,144 57,027,488

令和３年度 赤穂市の各会計予算

-
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　１　臨時的経費 （単位　千円）

そ  の  他
特定財源

1 ふるさとづくり寄付金推進事業 7,700 7,700 総 務 費

2 基金積立金

　財政調整基金 267,000 267,000

合　　　　　　　　計 274,700 274,700

一般財源
番号 事　　　　　業　　　　　名 事　業　費

財　　　　　　源　　　　　　内　　　　　　訳

摘　　　　　　　　　　　　要 款　　別
国庫支出金 県支出金 地　方　債 寄　付　金

令和３年度 赤穂市一般会計補正予算資料
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（単位　千円）

会　　　計　　　区　　　分 現計予算 5月専決予算 計 補　正　額　の　主　な　も　の

一般会計 22,030,000 121,000 22,151,000 新型コロナウイルスワクチン接種事業 外

特別会計

   国民健康保険事業 5,032,000 5,032,000

   職員退職手当管理 530,700 530,700

   墓地公園整備事業 7,100 7,100

   介護保険 4,616,900 4,616,900

   後期高齢者医療保険 796,500 796,500

小　　　計 10,983,200 10,983,200

企業会計

   病院事業 11,404,739 11,404,739

   介護老人保健施設事業 409,246 409,246

   水道事業 1,680,440 1,680,440

   下水道事業 5,175,688 5,175,688

小　　　計 18,670,113 18,670,113

合　　　計 51,683,313 121,000 51,804,313

令和４年度 赤穂市の各会計予算
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　１　臨時的経費 （単位　千円）

そ  の  他
特定財源

1 子育て世帯生活支援特別給付金支給事業 43,000 43,000 民 生 費

2 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業 21,800 21,800 衛 生 費

3 新型コロナウイルスワクチン接種事業 56,200 56,200

合　　　　　　　　計 121,000 121,000

令和４年度 赤穂市一般会計補正予算資料

番号 事　　　　　業　　　　　名 事　業　費

財　　　　　　源　　　　　　内　　　　　　訳

摘　　　　　　　　　　　　要 款　　別
国庫支出金 県支出金 地　方　債 寄　付　金 一般財源
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（単位　千円）

会　　　計　　　区　　　分 現計予算 6月補正予算 計 補　正　額　の　主　な　も　の

一般会計 22,151,000 289,000 22,440,000 感染症及び物価高騰等対策事業　外

特別会計

   国民健康保険事業 5,032,000 5,032,000

   職員退職手当管理 530,700 530,700

   墓地公園整備事業 7,100 7,100

   介護保険 4,616,900 4,616,900

   後期高齢者医療保険 796,500 796,500

小　　　計 10,983,200 10,983,200

企業会計

   病院事業 11,404,739 38,571 11,443,310 経営改善策を踏まえた年間執行見込みによる補正

   介護老人保健施設事業 409,246 409,246

   水道事業 1,680,440 2,000 1,682,440 感染症及び物価高騰等対策事業

   下水道事業 5,175,688 5,175,688

小　　　計 18,670,113 40,571 18,710,684

合　　　計 51,804,313 329,571 52,133,884

令和４年度 赤穂市の各会計予算
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　１　投資的経費 （単位　千円）

そ  の  他
特定財源

1 体育施設整備事業 教 育 費

　市民総合体育館整備 7,000 5,808 1,192 備品整備外

計 7,000 5,808 1,192

　２　臨時的経費 （単位　千円）

そ  の  他
特定財源

※ 1 水道事業会計繰出金 112,000 112,000 負担金 衛 生 費

※ 2 あこう中小企業者等支援給付金事業 46,400 46,400 商 工 費

※ 3 あこう地域応援プレミアム付商品券事業 114,700 107,706 6,994

※ 4 修学旅行感染症対策事業 4,500 4,500 教 育 費

5 心のケア推進事業 1,100 1,100 指導員配置

※ 6 学校給食費補助金 3,300 3,300

計 282,000 273,906 1,100 6,994

合　　　　　　　　計 289,000 273,906 1,100 5,808 8,186

※新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金事業

款　　別
国庫支出金 県支出金 地　方　債 寄　付　金 一般財源

番号 事　　　　　業　　　　　名 事　業　費
財　　　　　　源　　　　　　内　　　　　　訳

摘　　　　　　　　　　　　要

款　　別
国庫支出金 県支出金 地　方　債 寄　付　金 一般財源

令和４年度 赤穂市一般会計６月補正予算資料

番号 事　　　　　業　　　　　名 事　業　費
財　　　　　　源　　　　　　内　　　　　　訳

摘　　　　　　　　　　　　要
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