
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
                                                                                                                                 

■令和４年度も１０回の補正 
…2 月 22 日から令和 5 年第 1 回東大和市議会定例会
が始まりました。私は、議員を辞職しているため、議
会に出席することはできませんが、市のホームページ
に掲載されている議案と、議会の映像配信を確認する
ことで、その内容は把握できますので、議案審議など
についてお伝えします。 
 
…今定例会にも、補正予算の議案が上程されました。
コロナ禍以前は、年４回の定例会ごとに各会計の補正
予算が議決案件として、提出されていたため、ほとん
どの年度で一般会計の補正予算は４号程度で収まって
いました。 
…しかし、コロナ禍になってからは、国や都から様々
な交付金があったこともあり、一般会計の補正は各年
度１０件ほどとなっており、令和４年度最後の市議会
定例会に提出された一般会計補正予算は１０号となり
ました。 
…国からはマスク着用必須ではなくなる旨や、5 月 8
日から新型コロナウィルス感染症の位置づけを現在の
「2 類相当」から「5 類」に移行する方針が出てお
り、コロナ禍は終息となるような雰囲気ですが、今回
の一般会計補正予算には、まだ、コロナ関係の項目が
含まれていました。 
 
■一般会計補正予算（第１０号）の内容は 
…今定例会に上程され、全会一致で可決した一般会計
補正予算（第 10 号）の概要は以下の通りです。 
  
令和４年度一般会計補正予算（第 10 号）         1  
 
【補正が生じた主な理由】 
 
（1）新型コロナウィルス感染症対策に係る歳入・歳出予算を

増額補正。 
 
  ➡認可外保育施設におけるサービスの質の維持向上の

ために、物価高騰対策に対し補助金を計上。 
 
  ➡物価高騰対策に対し、保育所等物価高騰緊急対策

事業補助金を計上。 
 
  ➡狭山保育園の手指消毒剤などの消耗品費の増額。 
 
  ➡２月実施のキャッシュレス決済を利用した消費活性化

事業（PayPay キャンペーン）の委託料の増額。 
 
（2）保育士確保支援事業補助金の実績が増えたため、増

額補正 
 
（3）医療扶助費の増に伴う生活保護費の増額。 
 
（4）出産・子育て応援給付金事業の実施のための予算計

上。 
 

 
（5）都市計画道路 3・4・17 号線（桜街道）における電線協

働溝設置に伴う支障移設工事のための配電設備等移
設補償費の増額。（※電線の地中化の計画に関するも
の） 

 
（6）価格高騰に伴い、各事業費における光熱水費と燃料費

を増額。 
 
（7）公共設備等整備基金を増額。 
 
（8）そのほか、年度末に向けての事務、事業の執行状況の

精査などを行った結果による補正 
 

【補正予算額】 
 
・歳入歳出ともに 7 億 4,940 万円の増額 
 
・歳入内訳（≒財源内訳） 
 
➡国から   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1 億 3,769 万 5 千円 
 
➡都から   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   9,320 万 1 千円 
 
➡財産収入・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・144 万 2 千円 
 
➡繰入金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2 億 956 万 7 千円 
 
➡諸収入・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3 万 4 千円 
 
…今回の補正予算の中にも、様々な公共施設の光熱水
費の増額補正が計上されており、その合計額は 8,440
万 2 千円となっていました。大きな増額補正となった
ものは市民会館（ハミングホール）約 1,300 万円、市
内の体育施設、約 1,800 万円。 
…報道などによると、物価高騰や光熱費の高騰は長く
続くようです。今定例会中には、来年度の予算審議を
行う予算特別委員会が開かれますが、来年度の予算の
すべての光熱費は今年度の増額補正をした額相当とな
ることを考えると、税収などの歳入が、光熱費の高騰
と同じくらい増えなければ、縮小せざるを得ない事業
が出てくることを想定しなければならないと思いま
す。 
 

■PayPay キャンペーンは好評 
…今回の補正が生じた主な理由の１つ「２月実施のキャ
ッシュレス決済を利用した消費活性化事業（PayPay キャン
ペーン）の委託料の増額」。東大和市は、PayPay キャン
ペーンの実施回数が全国でもトップクラスであること
は、以前のレポートでも触れましたが、今年の 2 月に
実施したキャンペーンも好評で、その委託料が当初の
予定より多くなったため、今回の補正予算で増額され
ています。 
…2 月に実施したキャンペーンの内容は以下の通りで
す。 
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【2 月に実施された PayPay キャンペーンの内容】 
 
・キャンペーンに参加した市内の店舗は、昨年の 9 月に参加
した店舗より 22 店舗増えた 512 店舗 

 
・ポイント還元率は３０％で月額 6,000 ポイント（6,000 円分）
還元で、1 回あたりの還元上限額は 3,000 ポイント。 

 
…市によると、前回＝昨年の 9 月に実施されたキャン
ペーンの決済額は約 4 億円でしたが、今年の 2 月に実
施された今回のキャンペーンの決済額は 5 億円になる
と推計。よって、そのための委託手数料として約 2,800
万円増額補正したということです。 
…その要因として、回を重ねるごとにキャッシュレス
での支払いをする方が増加していることを挙げていま
した。 
…また、このキャンペーンについては、コロナ禍の影
響を受けたことを補う、国や東京都の消費活性化に使
用できる財源の交付があったことにより実施してきた
もの。よって、市としては好評であることは理解して
いるものの、今後のキャンペーン実施については、国
や都の交付金や補助金についての情報を集めて、実施
の判断をするとのことでした。 
 

■出産・子育て応援給付事業 
…今回の補正予算で約 1 億 1,300 万円計上されている
出産・子育て応援給付金事業の実施に係る経費。 
これは、妊娠届と出生届の提出後にそれぞれ５万円相
当のギフトカードを支給するという事業で、東京都で
は、国の「出産・子育て応援交付金」を活用して、都
と区市町村が費用を負担して行うものです。 
 
…この事業についての市の答弁では、3 月に妊娠届を出
される方を対象に応援の交付金の申請の受付を行い、
東京都の広域事業を活用した電子クーポンによる経済
的支援のギフトの支給を行うとのこと。 
…また、3 月以前に妊娠届を出された方を含め、出産・
子育て応援交付金の対象となる令和 4 年 4 月 1 日時点
で妊娠されていた方については、令和 5 年 4 月以降に
訴求して支給することとしているとのことでした。 
 
…さらに、令和 5 年 4 月以降の妊娠後期や出産後早期
の面接、また、経済的支援の支給時期などについての
具体的な取組については、今後、都から説明や通知に
より詳細内容が提示される予定とのこと。パッと聞い
て、自身が対象者か分かりづらい内容ですが、市は、
ホームページや SNS を活用して情報を発信するとのこ
とでした。 
 
…また、経済的支援だけでなく、相談支援の充実のニ
ーズも高いことに対しては、助産師や保健師などの専
門職を配置し、職員体制を確保して相談支援を充実さ
せるとのことです。 

■基金の積み立てについては 
…今回の補正予算では、市の普通預金である財政調整
基金を、今回の補正予算に計上された事業を実施する
ために約 6,700 万円を取り崩しています。 
…前述の出産・子育て応援給付事業についてもそうで
すが、都の事業についても、東大和市が一部費用負担
をしなければならないものも。よって、市独自の事業
以外についても、財源が不足する場合は財政調整基金
を取り崩す必要はあります。 
…一方、今回の補正予算は年度末ということもあり、
基金について大きな補正がありました。 
その内容は、以下の通りです。 
 
◆今回の基金関係の補正予算      111111111111  
 
補正額：4 億 9,979 万円 
 
〈内 訳〉 
                                      
① 立野一丁目土地区画整理事業基金の積み替え 
 
事業終了を契機として『公共施設等整備基金』に積み替え 

1 億 4,266 万円 
 
② 保健センターの移転補償金の積み替え 
 
保健センターについては仮設的な意味合いもあり、移転補
償金がある。平成 19 年度当時は、『公共施設等整備基
金』が設置されていなかったため、設備の設置分として移転
補償金を財政調整基金の中で分けて管理していたが、今
回、本来的な意味合いの『公共施設等整備基金』に積み替
える。 

1 億 5,090 万 4,000 円 
 
③ 公共施設等整備基金への積み立て 

2 億円 
 

…③の『公共施設等整備基金』への 2 億円の積み立て
については、通常は、財政調整基金に積み立てるも
の。しかし、市の説明では、今回の一般会計補正予算
（10 号）の補正後の財政調整基金の残高は約 25 億
7,300 万円となるとのこと。この年度末の残高につい
ては、行政改革大綱の中で「財政調整基金の現在高に
ついては、最低限、標準財政規模の 12％の額を維持
する。」としていますが、補正予算後の残高は、令和
4 年度の標準財政規模の 14.5％に相当するため、今後
の公共施設の老朽化への対応の財源として公共施設等
整備基金に 2 億円を積んだとの説明でした。 
 
…公共施設の老朽化対策には、学校だけでも現時点の
試算では 336 億円かかるとされています。そのほか、
図書館、公民館、そして市役所のことも考えると、今
後も、物価高騰の中でも、積み立てをしていくことは
必須だと思います。今後も、厳しい財政状況が続く中
でも、今までどおり、ニーズや必要なことを実施しつ
つも、堅実な財政運営を行っていくことが重要です。 
 

■ 連絡先  和地 ひとみ事務所   HP：http://www.wachi1103.jp 
wachi_hitomi@cocoa.ocn.ne.jp 【電話・ＦＡＸ】 042－516－8546  
〒207-0005 東大和市高木 3－274－2－102   

【プロフィール】 

1970 年 東京都北区生まれ。／父の転勤で 1 歳から群馬県で育つ。幼稚園からカギっ子。リーダーシップを発揮し、小学校で児
童会長、中学校でも生徒会長を務める。大好きな音楽を究めようと武蔵野音楽大学に進学、卒業。／卒業後は群馬の山あいの小
学校で臨時教諭として担任を 2 年勤め、新しい試みで授業を活性化させ「元気印の先生」として保護者・生徒から親しまれた。
／「学校」の外の一般社会で挑戦しようとベンチャー企業の(株)シートゥーネットワーク（※スーパーマーケットを経営。店頭
公開から一部上場、外資系企業に転換）に社長秘書として入社。のち店舗現場に異動、同社で初の女性店長となる。月刊誌『日
経 WOMAN』のベンチャー企業で活躍する女性特集で取り上げられる。その後、人材開発部長を拝命。／『人を活かす』経営を
学ぶため一念発起しカナダに留学。外から見た日本の将来に、漠然とした不安感じる。帰国後は、不動産投資会社にて企画業
務、税理士対応、広報、社員研修、組織活性化などに従事。2011 年４月、初当選。3 期目の任期 3 か月を残し、2023 年 1 月末
日付で議員辞職。 
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「私たちの身近にある市政、市議会。伝えることがスタートだと思います。」 


