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１ 予算編成方針 

 １２月の一般会計補正予算は、電力・ガス・食料品等の価格高騰によって負

担増となった事業者を支援するための経費や公共施設において不足が見込まれ

ている燃料費や電気代など、歳入・歳出それぞれ４億４，３７８万９千円の予

算を計上しました。 

２ 一般会計の主な補正内容 

⑴ 新型コロナウイルス感染症対策事業

 

 

備考）一般財源
※
は地方創生臨時交付金の充当対象一般財源を示しています。 

⑵ 新型コロナウイルス感染症対策以外の事業

 

 

 

 

 

 

原油価格・物価高騰対策 ～ 事業者支援 ～ 

【継続】 省エネ設備導入等による企業の生産性向上支援事業 20,000 千円 

《商工労働課》 

市内の中小企業者等の生産性向上を図るため、9 月補正で予算化した省エネ診断を受

けて実施する省エネ等の設備導入支援について、好評につき追加補正を行います。

≪県補助金 10,000 千円、一般財源
※10,000 千円≫ 

【新規】出産・子育て応援交付金 18,350 千円 《ネウボラ推進課》資料 2 

核家族化が進み、地域のつながりも希薄となる中で、孤立感や不安感を抱く妊婦・

子育て家庭に対し、安心して出産・子育てができるように経済的な支援を行います。

・妊娠届出時５万円、出生届出時５万円

≪国費 12,234 千円、県費 3,058 千円、一般財源 3,058 千円≫ 

【新規】 有害鳥獣被害防護柵（電気柵）ソーラー化支援事業 10,000 千円 

《農林課》資料 1 

イノシシ等の鳥獣による農作物被害を最小限に抑えることを目的に設置する電気柵

について、物価高騰による電気代等の値上げが農業者等に及ぼす影響を最小限に抑え

るため、電気柵のソーラー化に要する費用の一部について支援する。

≪県補助金 5,000 千円、一般財源
※5,000 千円≫ 

【継続】特別教室等空調設備整備事業 174,153 千円 《学校教育課》 

令和４年度に設計業務に着手している市内学校の未設置の特別教室等４２教室への

空調整備について、令和５年度に工事を予定していたところ、熱中症などへの対策を

講じるため、来年夏季の設置を目指して前倒しで工事を実施します。

≪国費 28,945 千円、過疎債 145,200 千円、一般財源 8 千円≫ 

人・つながりが育つまち 
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３ 繰越明許費の補正 

（追加） 

・野生鳥獣被害対策経費／有害鳥獣被害防護柵ソーラー化支援事業 10,000千円

・道の駅施設維持管理経費／道の駅ＰＯＳシステム改修業務 2,310 千円

・都市再生整備計画事業経費／府中駅周辺整備基本構想策定業務 9,000 千円

・都市再生整備計画事業経費／府中８号線道路改良工事外 67,255千円

・小学校施設整備経費／特別教室等空調整備事業 103,621千円

・中学校施設整備経費／特別教室等空調整備事業 70,532千円

・災害復旧事業経費／農林水産施設現年発生災害復旧事業 31,950千円

・災害復旧事業経費／農林水産施設過年発生災害復旧事業 33,000千円

（変更） 

・産業連係室事務経費／省エネ設備導入等生産性向上推進事業 30,000千円

４ 債務負担行為の補正 

（追加） 

・出口川湧水処理施設維持管理業務（令和 5年度）20,000千円

・河川水質検査等分析業務（令和 5年度）9,616千円

・小規模事業者経営改善資金（コロナ対策）利子補給（令和 9年度）3,000千円

・道路維持修繕業務（令和 5年度）33,500千円

【新規】地域運動部活動推進事業 654 千円 《学校教育課》 

生徒にとって望ましい持続可能な部活動と学校の働き方改革の実現に向けて、新た

にスポーツ指導員を配置することで、休日の部活動を地域で支える仕組みをつくりま

す。                     ≪県費 651 千円、一般財源 3 千円≫ 

 「選ばれるまち」ふちゅうの実現 

【新規】府中のこころ、ハコ推しプロジェクト 6,200 千円 《政策企画課・

地域振興課・商工労働課・観光課など》資料 3 

Ｇ７広島サミット開催関連イベント等の機会を利用し、市の内外に府中市及び市内

産品をアピールすることで、産品の販売促進、ふるさと納税の推進、また「ものづく

りのまち」としての包括的な情報発信・プロモートを図ります。 

≪一般財源 6,200 千円≫ 
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５ 特別会計等の補正内容 

 

《水道事業会計》 20,039千円 【上水下水道課】 

電気料金の高騰により不足する浄水場等にかかる動力費について増額補正します。

≪収益的支出 20,039 千円≫ 

《病院事業会計》 25,936 千円 【湯が丘病院】 

 重油漏洩によって必要となった改修工事の予算のほか、新型コロナウイルスの感染拡

大防止や燃料費の不足分にかかる費用について増額補正します。 

≪収益的収入 23,882 千円、収益的支出 23,882 千円≫

≪資本的支出 2,054 千円≫

《国民健康保険特別会計》 200,000千円 【市民課】 

 一般被保険者療養給付費及び一般被保険者高額療養費が当初見込みよりも増加傾向で

あることから増額補正します。  

≪歳入：県費 200,000 千円、歳出：給付費等 200,000 千円≫

《病院事業債管理特別会計》 21,800千円 【医療政策課】 

 府中市民病院及び府中北市民病院で新たに必要となる医療機器にかかる貸付金を増額

補正します。        ≪歳入：病院債 21,800 千円、歳出：貸付金 21,800 千円≫

《下水道事業会計》 27,528 千円 【上水下水道課】 

 国費の補正予算を活用し、高木ポンプ場と角田ポンプ場の耐水化診断業務を前倒しし

て実施します。また、下水道使用料を見込みにより減額します。

 ≪収益的収入△7,566 千円≫ 
≪資本的収入 20,964 千円、資本的支出 27,528 千円≫
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資料 1 

有害鳥獣被害防護柵（電気柵）ソーラー化支援事業【新規】 

担当課 農林課農林整備係 

電話番号 0847-43-7132 

１ 事業の目的 

イノシシ等の鳥獣による農作物被害を最小限に抑えることを目的に設置する電

気柵について、物価高騰による電気代等の値上げが農業者等に及ぼす影響を最小限

に抑えるため、電気柵のソーラー化への移行を促進する。 

また、電気柵のソーラー化によって常時の通電が可能となることから、さらなる

被害防止につなげていく。 

２ 事業内容 

  電気柵（ソーラー電源）を設置または既存電気柵の電源をソーラー化するために

必要となる経費の一部を補助する。 

対象者 市内に農地を有しているもの 

対象となる

防護柵 

⑴ 府中市イノシシ防護柵設置事業補助金により設置した防護

柵（電気柵）。ただし、現在も補助金により設置した電気柵を

利用している場合に限る。 

⑵ 新たに本事業を活用し設置する防護柵（電気柵）。

支給額 

⑴ 材料費の１/２（上限２５，０００円）

⑵ 材料費の１/２（上限４０，０００円）

※⑴、⑵ともに対象者１名につき原則１件とする。

想定件数 
⑴ ２４０件

⑵ １００件

３ 補正予算額 １０，０００千円 

事業費 国費 県費 市債 その他 一般財源 

補正予算額 10,000 5,000 5,000※ 

現計予算額 

※地方創生臨時交付金対象事業
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資料 2 
出産・子育て応援交付金【新規】 

担当課 ネウボラ推進課

電話番号 0847-44-6688 

１ 事業の目的 

  核家族化が進み、地域のつながりも希薄となる中で、孤立感や不安感を抱く妊婦・

子育て家庭に対し、安心して出産・子育てを支援する一体的な支援策の一環として、

出産関連用品や育児用品の購入に充てるための経済的支援事業を創設する。 

２ 事業内容 

⑴ 経済的支援：妊娠届出時に５万円、出生届出時に５万円

１回の出産に対し合計１０万円を支給する全国統一の制度として、令和５年１月

１日に事業を創設し、次年度以降も継続して実施する。 

⑵ 支給方法等

支給対象者（基準日：令和５年１月１日） 見込み人数 補正予算額 

①
令和５年１月１日以降に妊娠届を提出する者 

（妊娠届出時５万円、出生届出時５万円） 
４５人 

2,250千円 

※妊娠届出のみ想定

②

令和４年４月 1日以降に出産し、基準日に府中

市に住所がある者 

※令和 4 年 4月 1日から 12 月 31日までに出産した者

（１０万円一括支給） 

１２０人 12,000千円 

③

基準日以降に出産し、妊娠届出時に５万円の給

付を受けていない者 

※令和 5 年 1月 1日から 3月 31 日までに出産した者

（１０万円一括支給） 

４０人 4,000千円 

事務費 郵便代、封筒等 100千円 

⑶ 支給時期 （国の令和４年度第二次補正予算成立後）

① 妊娠届出時に申請し、随時支給

② 基準日以降支給可能な時期に一括支給

③ 出生届出時に申請し、随時支給

３ 補正予算額 １８，３５０千円（国費２/３、県１/６、市１/６） 

事業費 国費 県費 市債 その他 一般財源 

補正予算額 18,350 12,234 3,058 3,058 

現計予算額 
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資料 3 

府中のこころ、ハコ推しプロジェクト【新規】 

担当課 政策企画課・地域振興課 

観光課・商工労働課 

電話番号 0847-43-7239（政策企画） 

１ 事業の目的 

Ｇ７広島サミット開催関連イベント等の機会を利用し、市の内外に

府中市及び市内産品をアピールすることで、産品の販売促進、ふるさと

納税の推進、また「ものづくりのまち」としての包括的な情報発信・プ

ロモートを図る。

【注：ハコ推し（箱推し）】グループ内の特定の一を応援 

するのでなく、そのグループ全体を応援すること。 

２ 事業内容 

⑴ 市内産品を調達し、恋しきなどで「見せる」展示を

行う。

⑵ 市内での「ものづくりのまち」としての府中市のヒ

ストリーを添えた一体的展示を行う。

⑶ 府中市の歴史、「ものづくりのまち」に至ったバック

ボーン等の紹介を含め、市内産品を包括的にＰＲす

るパンフレット（日本語版・英語版）を作成する。

３ 補正予算額 ６，２００千円 

事業費 国費 県費 市債 その他 一般財源 

補正予算額 6,200 6,200 

現計予算額 

  （内訳） 

予算額 事業費 国費 県費 市債 その他 一般財源

展示プロデュース業務 3,000 3,000 

パンフレット作成業務 3,200 3,200 
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