
令和４年度１１月補正予算案（コロナ関連分）の概要

Ⅰ 予算編成のねらい

物価高騰の影響を受ける医療機関、介護施設等への支援やワクチン接種の促

進に要する経費を中心に補正予算案を取りまとめた。

引き続き、国や市町村等と連携し、県民の命と健康を守り、地域経済の維持、
回復に向け、全力で取り組む。

Ⅱ 補正予算額

＜財 源＞
国庫支出金 ▲２３億４,０１２万円
諸 収 入 ▲１１０万円

▲２３億４,１２２万円
■コロナ関連予算について
令和元年度分 ６億１,８４６万円
令和２年度分 １,０３０億２,４８１万円
令和３年度分 １,５７４億９,８０１万円
令和４年度分 ７１９億 ４７６万円

うち11月補正 ▲２３億４,１２２万円

合 計 ３,３３０億４,６０４万円※うち増額分 ３０億９,７７８万円
うち減額分 ▲５４億３,９００万円



Ⅲ 項目ごとの事業概要

感染拡大防止策と医療提供体制の整備 【増補正分】７億９,６２３万円

【減補正分】▲５４億３,９００万円

■ 感染拡大の防止

・ワクチン接種に係る体制整備 ２億２,９９２万円

・ワクチン接種を促進するための

医療機関への支援 ５億５,３２３万円

・予備的に計上していた

時短要請協力金等の減額 ▲５４億３,９００万円

■ 医療体制の整備

・感染症患者の分娩や透析対応を行う

医療機関への支援 １,３０８万円



Ⅲ 項目ごとの事業概要

地域経済の維持と事業の継続のための支援 ２３億 １５５万円

【主な事業】

■ 医療機関等への支援

・物価高騰の影響を受ける医療機関、

介護施設等に対する支援 １８億５,８９８万円

・土地改良区が管理する農業水利施設の

電気料金高騰に対する支援 ７,４００万円

■ 生活への支援

・県立、私立学校における

電気料金高騰に対する保護者負担等の軽減 ９,３１１万円



分類

（総務部）

一般 私学助成費 私立学校における電気料金の負担軽減に要

《総務学事課》 する経費

（保健福祉部）

一般 医事指導管理費 物価高騰の影響を受ける医療機関等への支

《保健福祉課》 援に要する経費

一般 新型コロナウイルス感 ・ワクチン接種に係る体制整備に要する経

染症対策推進費 費

《新型コロナウイルス ・一定回数以上の個別接種を実施する医療

感染症対策室、　　 機関への支援に要する経費

ワクチン対策室》 ・新型コロナウイルス感染症患者の分娩及

び透析対応を行う医療機関への支援に要す

る経費

・予備的に計上していた時短要請の対象と

なる飲食店等に対する現地確認調査費の減

一般 薬事関係事業費 物価高騰の影響を受ける薬局への支援に要

《保健福祉課》 する経費

一般 子ども・子育て支援新 物価高騰の影響を受ける保育所等への支援

制度等事業費 に要する経費

《保健福祉課》

一般 児童福祉施設事業費 物価高騰の影響を受ける児童養護施設等へ

《保健福祉課》 の支援に要する経費

一般 障害者総合支援推進費 物価高騰の影響を受ける障害福祉サービス

《保健福祉課》 事業所等への支援に要する経費

一般 生活福祉資金貸付費 収入減少世帯の一時的な資金需要等に対応

《障害福祉課》 するための特例貸付の債権管理事務に要す

る経費

一般 介護保険施行事業費 物価高騰の影響を受ける介護サービス事業

《保健福祉課》 所等への支援に要する経費

（産業労働部）

一般 産業労働総合対策費 予備的に計上していた時短要請協力金の減

《産業企画課》

9,572,558 △ 5,355,000

28,526 140,000

143,520

13,080

229,919

553,229

4,337 25,560

5,360 712,083

51,920,130 712,228

81,499 13,432

3,458,660

31,604 685,824

86,306 278,558

１１　月　補　正　予　算　協　議　額

（単位：千円）

（　コ　ロ　ナ　関　連　分　）

事　項　名 既定予算額 補正協議額 説　　　　　　　明

13,970,123 62,566

△ 84,000



分類

（単位：千円）

事　項　名 既定予算額 補正協議額 説　　　　　　　明

（農林水産部）

一般 農政総合対策費 土地改良区が管理する農業水利施設の電気

《耕地課》 料金高騰に対する支援に要する経費

一般 安全・安心な農産物の 化学肥料低減の取組を行う農業者の肥料コ

生産流通対策費 スト軽減に要する経費

《農産課》

一般 畜産経営安定推進事業 酪農家の粗飼料購入負担額の軽減に要する

費 経費

《畜産課》

［繰越明許費］ 安全・安心な農産物の生産流通対策事業の

《農産課》 繰越明許費の設定

（教育委員会）

一般 全日制高等学校管理運 県立高等学校等における空調設備電気料金

営費 等の保護者負担軽減に要する経費

《財務課》

1,672,167 74,000

2,830,999 42,176

872,004 93,287

2,273,067 30,547

［ 設　定　額   　175,482 ］



分類

（総務部）

一般 ＩＴ戦略推進費 マイナンバーカードの普及に要する経費

《デジタル推進課》

［債務負担行為］

警察本部伊福町庁舎空 警察本部伊福町庁舎空調設備改修工事に要

調設備改修工事 する経費

《財産活用課》

（県民生活部）

一般 国際交流・多文化共生 Ｇ７倉敷労働雇用大臣会合開催に向けた準

推進費 備に要する経費

《国際課》

［債務負担行為］

県議会議員選挙に係る エネルギー価格の高騰等による印刷費等の

選挙公報発行（変更） 増加に伴う限度額の変更

《市町村課》

（環境文化部）

［債務負担行為］ 岡山県立美術館において実行委員会を設置

県立美術館事業費 して開催する企画展覧会に要する経費

《文化振興課》

（保健福祉部）

一般 民間福祉施設職員等特 （独）福祉医療機構が実施する退職手当共

別対策費 済事業の補助に要する経費

《指導監査室》

一般 救急医療体制整備費 小児救命救急センターに対する運営費の補

《医療推進課》 助に要する経費等

一般 特定疾患・難病対策費 オンライン化対応のために端末購入等を行

《医薬安全課》 う医療機関への補助に要する経費

一般 障害者総合支援推進費 聴覚障害児支援中核機能モデル事業の実施

《障害福祉課》 に要する経費

60,154 1,650

86,306 1,549

令和４年度 77,580

　～５年度

［ 期　間 ］ ［限 度 額］

7,935

年　度 R4 R5

［ 期　間 ］

287,864 14,222

１１　月　補　正　予　算　協　議　額　の　主　な　も　の
（　コ　ロ　ナ　関　連　以　外　分　）

（単位：千円）

事　項　名 既定予算額 補正協議額 説　　　　　　　明

75,831 9,196

52,500 11,651

［ 期　間 ］ ［限 度 額］

令和４年度

415,052 9,661

R5

77,580

［限 度 額］

令和４年度 7,935

　～５年度

限度額 0

年　度

限度額

R4

0

13,475

　～５年度 ↓

14,831



分類

（単位：千円）

事　項　名 既定予算額 補正協議額 説　　　　　　　明

投資 公共事業等費 農林水産部

《耕地課、農村振興課、治山課、水産課》

土木部

《道路建設課、道路整備課、河川課、防災

　砂防課、港湾課、都市計画課》

投資 防災・減災緊急対策事 来年の出水期までに緊急的な防災・減災対

業費 策を実施するための経費

農林水産部

《農政企画課》

土木部

《監理課》

（農林水産部）

一般 農林水産総合センター 畜産研究所における飼料代高騰による増

運営費

《農林水産総合　

センター》

特別 食肉地方卸売市場運営 県営食肉地方卸売市場における電気料金、

費 燃料代の高騰による増

《畜産課》

一般 岡山後楽園魅力向上事 国庫補助事業の確定による減

業費

《都市計画課》

投資 災害復旧事業費 国庫補助事業の確定による減

《河川課》

特別 水辺空間の適正利用促 国庫補助事業の確定による減

進事業費

《港湾課》

［債務負担行為］

道路の巡回及び維持補 人件費及び燃料代の高騰に伴う限度額の変

修作業委託（変更） 更

《道路整備課》

［債務負担行為］

単県公共土木事業等 公共事業の発注の平準化等

《道路建設課、道路整

備課、河川課、防災

砂防課、港湾課》　

△ 434,978

200,000

686,692 91,445

（土木部）

149,741 △ 26,900

4,220,549 △ 1,074,100

14,454 △ 818

534,625 31,181

0 1,000,000

△ 1,077,310

1,315,358

［ 期　間 ］ ［限 度 額］

令和５年度 1,237,940

↓

800,000

（農林水産部・土木部）

61,973,029 △ 1,512,288

［ 期　間 ］ ［限 度 額］

令和４年度 2,662,000

　～５年度 年　度 R4 R5

限度額 0 2,662,000



分類

（単位：千円）

事　項　名 既定予算額 補正協議額 説　　　　　　　明

（警察本部）

一般 警察行政運営費 Ｇ７倉敷労働雇用大臣会合開催に伴う警備

《警備課》 に要する経費

［債務負担行為］

Ｇ７倉敷労働雇用大臣 Ｇ７倉敷労働雇用大臣会合開催に伴う警備

会合警備経費 に要する経費

《警備課》

（各部共通）

県有施設の電気料金 電気料金の高騰による増

県有施設の燃料代 燃料代の高騰による増

（関係部局）

［債務負担行為］

指定管理施設管理運営 令和５年３月３１日で指定管理期間が満了

委託 する６施設について、令和５年４月からの

指定管理期間中の県支出金の債務を設定

岡山県吉備高原都市センター区

広場 《中山間・地域振興課》

おかやま旧日銀ホール

《文化振興課》

岡山県南部健康づくりセンター

《健康推進課》

岡山リサーチパークインキュベ

ーションセンター

《産業振興課》

岡山県生涯学習センター

《生涯学習課》

岡山県立博物館

《文化財課》

［限 度 額］

2,809,395

令和４年度 42,764

15,351

［ 期　間 ］

　～５年度

1,140,991

66,100

R5～R9

437,500

年　度 R4 R5～R9

限度額 0

年　度 R4

限度額 0 45,435

年　度 R4 R5～R9

限度額 0 365,550

限度額 0 256,380

年　度 R4 R5～R9

限度額 0 131,200

年　度 R4 R5～R9

年　度

限度額

R4

0

R5

42,764

R5～R9

限度額 0 153,385

年　度 R4



分類

（単位：千円）

事　項　名 既定予算額 補正協議額 説　　　　　　　明

［繰越明許費］ 農林水産部

《農政企画課、耕地課、農村振興課、水産

　課》

土木部

《監理課、道路建設課、道路整備課、河川

　課、防災砂防課、港湾課、都市計画課》

4,209,037

［ 設　定　額   4,832,576 ］ 623,539


