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《議案補充説明》 

１【議案第116号、議案第118号】 

  令和４年度三重県一般会計補正予算（第５号）等について ・・・・・ １ 

２【議案第153号】 

  令和４年度三重県一般会計補正予算（第６号）について ・・・・・・ ５ 

 

 

《所管事項説明》 

１ 令和５年度当初予算要求状況について ・・・・・・・・・・・ 別途配布済 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令 和 ４ 年 １ ２ 月 ８ 日 
医 療 保 健 部 

説 明 資 料 



【議案補充説明】議案第 116 号、議案第 118号 

 

１ 令和４年度三重県一般会計補正予算（第５号）等について 

 

 議案第116号および議案第118号の補正予算に係る医療保健部関係分は、一般会計で 

６，０６６万２千円の増額、国民健康保険事業特別会計で８４億４，２６０万１千円

の増額となっており、その内訳は以下の表のとおりです。 

 一般会計の主要項目については、２頁の表のとおりです。 

 また、３頁の表に整理したとおり、債務負担行為を追加で２３件計上しています。 

 なお、国民健康保険事業特別会計については、４頁の表に整理しています。 

 

（単位：千円） 

区   分 補正前の額 補正額 補正後の予算額 

第３款 民 生 費 79,909,067 △1,537,197 78,371,870 

第４款 衛 生 費 78,215,689 1,597,859 79,813,548 

一 般 会 計 158,124,756 60,662 158,185,418 

国民健康保険事業特別会計 152,989,211 8,442,601 161,431,812 
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（主要項目一覧） （単位：千円）

補正前の額 補正額 補正後の予算額 説　　　　　　　明

国民健康保険指導事務
費

26,148 291,013 317,161 国と県で造成した「三重県国民健
康保険広域化等支援基金」につい
て、令和４年度をもって市町から
の償還が完了することから、同基
金を廃止し、国庫補助相当額を国
に返還するための経費などの増

地域医療介護総合確保
基金積立金（介護）

1,499,822 264,471 1,764,293 介護サービス事業所等における新
型コロナウイルス感染症対策に伴
う「かかり増し経費」の増加のた
め、財源としている基金積立金の
増額に必要な経費などの増

　（主な減額補正）

介護保険サービス事業
者・施設指定事業費

4,473,911 △2,190,286 2,283,625

79,909,067 △1,537,197 78,371,870

人件費 4,050,417 893,338 4,943,755 時間外勤務手当等の実績見込みが
増加となることによる増

防疫対策事業費 54,291,286 705,838 54,997,124 過年度に受け入れた新型コロナウ
イルス感染症対策に係る交付金等
の精算に伴う国への返還に要する
経費などの増

病院事業会計負担金 2,540,817 321,654 2,862,471 新型コロナウイルス感染症対策に
要する経費等に係る病院事業会計
への繰出の増

地域医療介護総合確保
基金積立金（医療）

1,442,186 △312,069 1,130,117 当該基金を財源としていた事業に
係る国の内示額の減に伴い、それ
に相当する額の基金への積立が不
要となったことなどによる減

78,215,689 1,597,859 79,813,548

158,124,756 60,662 158,185,418

議案第１１６号　令和４年度三重県一般会計補正予算（第５号）

項　　　　目

《民生費》

　（主な増額補正）

国民健康保険行政事務費

介護基盤整備関係事業費

介護保険制度実施関係事
業費

民　生　費　計

《衛生費》

　（主な増額補正）

介護職員処遇改善支援補助金にお
いて、国が示した積算方法で算定
し直した結果、所要見込額が減少
したことなどによる減

地域医療対策費

衛　生　費　計

合　　　　　計

給与費

防疫対策費

病院事業会計支出金

　（主な減額補正）
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(債務負担行為)

追加

465

22,000

25,017

24,074

2,442

3,413

1,616

122,075

836,000

607,572

2,865,649

37,650

52,000

6,000

100

3,510

792,000

3,600,000

606,250

330

990

692

840

国民健康保険実績報告システム情報処理及びシステム保守
委託に係る契約

令和4年度～令和5年度

令和4年度～令和5年度

令和4年度～令和5年度
新型コロナウイルスワクチン接種情報サイト維持管理業務
委託に係る契約

新型コロナウイルス感染症患者情報管理システム委託に係
る契約

令和4年度～令和5年度

令和4年度～令和5年度

令和4年度～令和5年度

高齢者施設等における社会的検査業務委託に係る契約

検査キット配布・陽性者登録センター運営等業務委託に係
る契約

宿泊療養施設医療支援業務委託に係る契約 令和4年度～令和5年度

宿泊療養施設整備・運用等業務委託に係る契約

新型コロナウイルス感染症電話相談業務委託に係る契約

令和4年度～令和5年度

令和4年度～令和5年度

令和4年度～令和5年度

令和4年度～令和5年度

自宅療養者等への相談窓口業務委託に係る契約

新型コロナウイルスワクチン副反応相談窓口業務委託に係
る契約

新型コロナウイルスワクチン接種予約システム運用保守業
務委託に係る契約

三重県認知症介護研修事業業務委託に係る契約

臨時応急処置施設医療支援業務委託に係る契約

令和4年度～令和5年度

令和4年度～令和5年度

令和4年度～令和5年度臨時応急処置施設整備・運用業務委託に係る契約

介護支援専門員資質向上研修事業業務委託に係る契約 令和4年度～令和5年度

三重県若年性認知症施策総合推進事業業務委託に係る契約 令和4年度～令和5年度

三重県認知症コールセンター事業業務委託に係る契約 令和4年度～令和5年度

　（単位：千円）

事　　　　　　　　　　項 期　　　　間 限　度　額

令和5年度～令和6年度

三重ＤＰＡＴ傷害保険に係る契約 令和4年度～令和5年度

令和4年度～令和5年度

三重ＤＭＡＴ傷害保険に係る契約 令和4年度～令和5年度

動物愛護推進センター来館予約・受付システムの利用に係
る契約

小児夜間医療・健康電話相談業務委託に係る契約

精神保健業務管理システム使用保守業務委託に係る契約 令和4年度～令和5年度

三重県保健医療提供体制基礎調査業務委託に係る契約 令和4年度～令和5年度
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(主要項目一覧） （単位：千円）
項　　　　目 補正前の額 補　正　額 補正後の予算額

　繰越金 1 4,443,429 4,443,430 前年度繰越金の計上

諸収入 56,296,794 34,082 56,330,876

　繰入金 12,293,532 3,964,586 16,258,118 基金繰入金

合 計 152,989,211 8,442,601 161,431,812

　国民健康保険運営費

　　保険給付費等交付金 125,053,561 3,964,586 129,018,147 医療費の増額による増

　　国民健康保険財政 1,217 2,484,717 2,485,934

　　安定化基金積立金

　　償還金 0 1,992,794 1,992,794

合 計 152,989,211 8,442,601 161,431,812

議案第１１８号　令和４年度三重県国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）

過年度に受け入れた歳入の精算に伴
う国等への返還金の増

前年度歳計剰余金の積立による増

保険給付費等交付金の市町からの返
還金

説　　　　　　　明

（歳入）

（歳出）
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【議案補充説明】議案第 153 号 

 

２ 令和４年度三重県一般会計補正予算（第６号）について 

 

 議案第153号の補正予算に係る医療保健部関係分は、一般会計で２，７７２万７千円

の増額となっており、その内訳および項目は以下の表のとおりです。 

 

（単位：千円） 

区   分 補正前の額 補正額 補正後の予算額 

第３款 民 生 費 78,371,870 1,077 78,372,947 

第４款 衛 生 費 79,813,548 26,650 79,840,198 

一 般 会 計 158,185,418 27,727 158,213,145 

 

 
（項目一覧） （単位：千円）

補正前の額 補正額 補正後の予算額 説　　　　　　　明

人件費 193,067 1,077 194,144 人事委員会勧告に基づく給与
改定による増

78,371,870 1,077 78,372,947

人件費 4,943,755 25,907 4,969,662 人事委員会勧告に基づく給与
改定による増

病院事業会計負担金 2,862,471 301 2,862,772 人事委員会勧告に基づく給与
改定に係る経費の増

病院事業会計補助金 138,266 442 138,708 人事委員会勧告に基づく給与
改定に係る経費の増

79,813,548 26,650 79,840,198

158,185,418 27,727 158,213,145

項　　　　目

《民生費》

給与費

病院事業会計支出金

民　生　費　計

給与費

合　　　　　計

衛　生　費　計

《衛生費》

病院事業会計支出金
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