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一 般 会 計 予 算 は ５ ３ ４ 億 円

　令和４年度予算は、「新たな日常」のもと、誰もが安心して生き生きと暮らせる「活力ある青梅」の実現を目指し、「総合長期計画等の推進」、「重点事業への取

組」、「持続可能な財政運営の確立」の３つを基本方針として編成しました。

　一般会計予算の総額は５３４億円で、３年度と比べて１７億円、３．３％の増となっています。

問い合わせ　財政課

一般会計予算　歳入・歳出額５３４億円の内訳（金額・前年度当初対比増減率）

各会計別予算

区分 予算額 増減率

一般会計 ５３４億円 ３．３％

特別会計 ２９２億７，３００万円 ５．４％

国民健康保険会計 １４３億４，８００万円 １．２％

後期高齢者医療会計 ３５億９，９９３万円 ８．１％

介護保険会計 １１３億２，５０７万円 １０．４％
企業会計

下水道事業会計 ６６億２，３５１万円 ６．６％

収益 ３９億７，９３５万円 ０．７％

資本（支出） ２６億４，４１６万円 １７．０％

モーターボート競走事業会計 ７２９億８，５５３万円 １２．７％

収益 ７２９億１３０万円 １２．７％

資本（支出） ８，４２３万円 １２．８％

病院事業会計 ２５３億９７１万円 ２７．５％

収益 １８３億２，３１７万円 ２．１％

資本（支出） ６９億８，６５４万円 ２６７．１％

令和４年度当初予算

   教育費
49 億 3,671 万円

 　 　（△17.6%）

   教育費
49 億 3,671 万円

 　 　（△17.6%）

　  総務費
 　53 億 6,005 万円
        （△4.1%）

　  総務費
 　53 億 6,005 万円
        （△4.1%）

その他
 9 億 9,729 万円
　　　（△7.4％）

消防費
19 億 5,644 万円
　　（9.3%）

農林水産費
 2億 8,252 万円
　　（4.2%）

公債費
31 億 2,038 万円
　　　（0.8%）

土木費
44 億 440 万円

      （37.5%）

土木費
44 億 440 万円

      （37.5%）

　　衛生費
58億 9,383 万円
　　　（14.8%）

　　衛生費
58億 9,383 万円
　　　（14.8%）

商工費
4億 843 万円
　　（5.4%）

民生費
260 億 3,995 万円
　　（3.5%）

一 般 会 計 予 算 　 主 な 施 策 ・ 事 業

※万円未満切り捨て

都市基盤が整う魅力あるまち

拡公共交通協議会補助金 ８８９万円

継青梅駅前地区市街地再開発事業 ◆１１億１，４０２万円

投幹線道路の改修（幹２９号線改修工事等） ◆１億２，４１３万円

みんなが参画し協働するまち

継地域女性活躍推進事業 ２４０万円

投市民センター施設の整備 ◆２，４１５万円

文化・交流活動がいきづくまち

新アートによるまちづくり推進事業 ５６万円

継指定文化財保存事業費補助 １５５万円

投旧吉野家住宅屋根葺き替え工事（２ヵ年事業２年目） ３，２７４万円

継吉川英治記念館事業の推進 ３，６４０万円

みんなが元気で健康なまち

継私的二次救急病院救急体制確保補助金 １，５６０万円

継ＰＣＲ検査センター運営体制確保補助金 １，０００万円

継健康寿命延伸に向けた健康体操の実施 1５８万円

継新型コロナウイルスワクチン接種の実施 ◆６億９，８２２万円

福祉が充実したまち

継重層的支援体制整備事業移行準備事業の推進 １，９６７万円

継成年後見制度の推進 ２，３９５万円

新就労準備支援事業の実施 ４６９万円

活気ある産業で雇用が生まれるまち

新地域就職促進奨学金返還支援事業補助金 １００万円

拡おうめものづくり・ひとづくり支援事業補助金 ２，９４０万円

新青梅産材ＰＲ用品等作製委託料 ２２０万円
まちづくりの基本方向における主な事業

重点事業における主な事業

第７次総合長期計画の策定

継第７次総合長期計画の策定（２ヵ年事業２年目） ◆６９５万円

圏央道青梅インターチェンジ北側における物流拠点の整備

拡市街化区域編入に向けた取組の推進 １，６０４万円

継市域全体の農業振興策の推進 ２，１９４万円

デジタル化の推進による行政運営

新財政会計システムにＲＰＡ機能を導入 １５５万円

新ビジネスチャットツール「ＬｏＧｏチャット」の導入 ４６２万円

新デジタル回覧板 ８０万円

新預貯金等電子化照会サービスの導入 ５４万円

拡地方税共通納税サービス（２次元コードを活用した納付） ３８０万円

新統合型・公開型ＧＩＳシステムの導入 １，５２２万円

子育てと学びのしやすいまちづくり

新自己負担分医療費助成 ８５９万円

新保育所に対する使用済紙おむつ処理支援事業 ４７７万円

新保育所等における医療的ケア児支援事業補助金 ７７６万円

新保育所等における児童の安全対策強化事業補助金 ２６２万円

新保育所等におけるＩＣＴ化推進等事業補助金 ３７５万円

投民間保育施設費補助金 ２億７，５１７万円

拡親子の絆づくりプログラム ４３万円

新ひとり親家庭等のための講座 ２４万円

投都市公園施設整備 ２，７１５万円

投小・中学校の施設整備（校舎屋上防水および外壁改修工事等） ◆３億１，３４０万円

安全で快適に暮らせるまち

新移住・定住促進プランの推進 ７，７１８万円

投 市営住宅長寿命化の推進（富岡第２住宅外壁等改修工事等） ８，９０４万円

拡住宅耐震補助 ２，１８０万円

投消防自動車の更新 ◆１億７，９４８万円

自然と共生し環境にやさしいまち

投水素燃料電池自動車の導入 ８５２万円

投電気自動車の導入 １，５０１万円

投 市民向け電気自動車充電設備の整備 ８９８万円

継生物多様性保全対策の実施 ３６１万円

投リサイクルセンター施設整備事業（３ヵ年事業２年目） ◆１億３，６３２万円

継続的な行財政運営ができるまち

拡行財政改革の推進 ８８万円
拡旧釜の淵市民館・旧釜の淵公園水泳場解体工事（２ヵ年事業
１年目）

９，４５７万円

収益事業における一般会計への繰出金
　市では、自主財源を確保するため、モーターボート競走事業お

よび競輪事業（東京都十一市競輪事業組合）を行っています。

　令和４年度予算においても、収益事業によって得られた利益を、

公園の遊具更新などのさまざまな事業に活用する予定です。

新…新規事業、拡…拡充事業、投…投資的事業、継…継続・隔年事業、◆…新規、拡充を含む事業全体の経費

次代を担う子どもをみんなで育むまち

拡夏季水泳授業における民間プールの活用 ３９１万円

拡小・中学校指導者用デジタル教科書の導入 ９２１万円
継 学力向上を目的とした放課後の補習授業、中学３年生を
対象とした学習支援

３，２０４万円

拡学校用高速インターネット回線の強化 １，１８５万円

継ＩＣＴ支援員の配置 ２，９９３万円

継新学校給食センター建設事業 ◆２，７１０万円

拡学校司書の配置 ２，１８０万円

歳入

その他
46億 9,799 万円
    （8.1%）

地方交付税
51億 6,200 万円
    （45.8%）

　　  市債
  8 億 7,800 万円
　　（△70.1%）

繰入金
6億 1,327 万円
　　（16.0%）

地方譲与税

　各種交付金
 　41 億 7,170 万円
  　（3.0%）

市税
 　191 億 4,769 万円
  　（0.1%）

国・都支出金
 　187 億 2,935 万円
  　　　　（9.1%）


