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◆�市税は、新型コロナウイルス感染症による所得環境の悪化などにより、個
人市民税及び法人市民税の減収が見込まれるものの、固定資産税において、
新築家屋の増加などにより、全体では前年度より2,253万円増額の93億
4,441万円となっています。
◆国庫支出金は、認可保育園の新設や自立支援給付事業費の増額などにより、�
　前年度比1.0％増の63億8,242万円となっています。
◆都支出金は、小学校体育館空調設備整備事業の皆減などにより、前年度比
　0.4%減の55億189万円となっています。
◆地方交付税は、国の予算額は3.5％（6,153億円）の増額となり、臨時財政
　対策債への振り替えが大きく減少したことから、令和3年度の交付額を参
　考に45億8,000万円と見込んでいます。
◆�繰入金は、健康センター大規模改修事業などに伴う公共施設整備基金、減
債基金繰入金の皆増により、前年度比6.5％増の14億2,202万円となって
います。

◆�民生費は、�小規模特別養護老人ホームの施設整備や国民健康保険事業特別
会計への繰出金の増などにより、前年度よりも8億3,553万円の増額とな
っています。
◆�総務費は、�新庁舎建設事業の皆減などにより、�前年度よりも8億6,499万円
の減額となっています。
◆�衛生費は、健康センター大規模改修工事や定期予防接種事業の増などによ
り、前年度よりも9億7,119万円の大幅な増額となっています。
◆�教育費は、清瀬内山運動公園サッカー場人工芝張替工事や小学校空調設備
整備事業の皆減などにより、前年度よりも5億2,869万円の減額となって
います。
◆�農林業費は、�都市農業経営力強化事業の減などにより、前年度よりも
4,605万円の減額となっています。
◆�消防費は、�消防ポンプ自動車購入が皆増となっているものの、�新庁舎移転
に伴う防災行政無線等移設工事の皆減などにより、前年度よりも2,475万
円の減額となっています。

区　分 令和4年度 令和3年度 増減率
一般会計 320億1,000万円 316億9,800万円 1.0%

175億6,300万円 172億1,600万円 2.0%
国民健康保険事業 80億800万円 78億9,500万円 1.4%
駐車場事業 7,900万円 7,900万円 0.0%
介護保険 72億4,000万円 71億9,700万円 0.6%
後期高齢者医療 22億3,600万円 20億4,500万円 9.3%

合　計 495億7,300万円 489億1,400万円 1.3%

特別会計

区　分 令和4年度 令和3年度 増減率

収益的収支 収入 12億977万円 12億2,394万円 －1.2%
支出 10億9,492万円 11億7,771万円 －7.0%

資本的収支 収入 9億3,159万円 4億1,369万円 125.2%
支出 12億5,277万円 7億1,729万円 74.7%

下水道事業会計

各 会 計 別 予 算 額
●一般会計とは…福祉、教育、
道路整備などの基本的な行政
サービスを行うための会計の
ことです。
●特別会計とは…特定の目的
のための会計で、清瀬市には
地方公営企業法を適用してい
る下水道事業会計を含め、5
つの特別会計があります。

一般会計320億1,000万円の内訳

歳入 歳出 民生費 55.4%民生費 55.4%
177 億3,610 万円177 億3,610 万円

市税 29.2%市税 29.2%
93 億4,441万円93 億4,441万円
市民税・固定資産税・市民税・固定資産税・
軽自動車税・市たば軽自動車税・市たば
こ税などこ税など

高齢者・障害者福祉や高齢者・障害者福祉や
子育て支援など子育て支援など

国・都支出金37.1%国・都支出金37.1%
118 億 8,432 万円118 億 8,432 万円
国や都からの負担金、補助国や都からの負担金、補助
金、委託金金、委託金

地方交付税 14.3%地方交付税 14.3%
45 億8,000 万円45 億8,000 万円
国からの調整財源国からの調整財源

市債 4.9%市債 4.9%
15 億5,300 万円15 億5,300 万円
金融機関などからの借入金金融機関などからの借入金

地方消費税交付金地方消費税交付金
4.8%4.8%
15 億3,100 万円
消費税のうち市への配分金消費税のうち市への配分金

総務費 10.6%総務費 10.6%
33 億8,457 万円33 億8,457 万円
市役所の運営など市役所の運営など

土木費 4.7%土木費 4.7%
その他1.5%その他1.5%

消防費 3.4%消防費 3.4%
15 億1,559 万円

4 億7,234 万円

10 億8,700 万円10 億8,700 万円

道路・公園の道路・公園の
整備など整備など

議会費、農林業議会費、農林業
費など費など

防災対策事業など防災対策事業など

歳入の状況歳入の状況 歳出の状況歳出の状況

市民一人当たりに置き換えた歳出額 人口74,948 人（令和 4年 1月 1日現在）

民生費民生費

236,645 円236,645 円  

総務費総務費

45,159 円 45,159 円 

教育費教育費

38,121 円38,121 円  

公債費公債費

26,767 円 26,767 円 

衛生費衛生費

39,376 円 39,376 円 

土木費土木費

20,222 円 20,222 円 

その他その他

20,806 円 20,806 円 

一人当たり合計一人当たり合計

427,096 円427,096 円

その他 5.3%その他 5.3%
16 億9,524 万円
使用料及び手数料
諸収入・財産収入など

※各数値は端数処理の関※各数値は端数処理の関
係上、合計と一致しない係上、合計と一致しない
場合があります。場合があります。

予算のポイント

繰入金 4.4%繰入金 4.4%
14 億2,202 万円14 億2,202 万円
基金の繰り入れなど基金の繰り入れなど 公債費 6.3%公債費 6.3%

20 億611 万円
市債の返済

衛生費 9.2%衛生費 9.2%
29 億5,114 万円
健康づくり、ごみの処理など健康づくり、ごみの処理など

詳しくはこちら

新型コロナウイルス感染症の影響により、開催予定の催しなどが中止や延期になる場合があります。

教育費 8.9%教育費 8.9%
28 億5,710 万円
小・中学校教育、生涯
学習・スポーツなど

安全でうるおいのある暮らしができるまち安全でうるおいのある暮らしができるまち

◇健康センター大規模改修事業
　環境に配慮し、屋上に太陽光パネルを設置します。

9 億2,160万円
◇松山地域市民センター大規模改修工事実施設計 1,300万円

◇清瀬内山運動公園サッカー場フェンス改修工事 2,400万円

◇消防ポンプ自動車の購入 2,300万円

◇つながりサポート型事業 1,000万円
　女性が抱える悩みの解消、新たな一歩を踏み出すきっかけづくりを行い
ます。

◇郷土博物館特別展【古代武蔵と清瀬展】 64万円
　市内の出土遺物及び近隣地域の発掘成果をもとに清
瀬の古代を考える展示を開催します。

一般・特別会計予算一般・特別会計予算のの概要概要
令和４年度

◇郷土博物館特別展【谷口ジロー展】 562万円
　日本はもとより海外でも多くの読者を持つ、清瀬ゆか
りの漫画家・谷口ジロー氏の作品を紹介します。

健幸でともに支え合うまち健幸でともに支え合うまち
◇地域密着型サービス整備事業
　地域密着型介護老人福祉施設の開設に対して補助を行います。

2 億 3,512万円

◇高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施
　健康課題のある高齢者に対する個別支援・医療専門職による通いの場へ
の積極的な関与を行います。

225万円

◇健幸長寿歯科検診の実施
　76・78・80歳の健康状態を測定するため、口腔機能検査を行います。

218万円

◇養育費確保支援事業
　養育費確保のための保証協会への公正証書などの書類作成費用を支援し
ます。

50万円

◇デジタルデバイド対策
　シニア向けスマートフォン講座などを行います。

子どもたちを健やかに育むまち子どもたちを健やかに育むまち

　1歳を迎える子どもがいる世帯へ子ども商品券を配布します。
◇ファーストバースデー事業 520万円

　多胎妊婦や多胎児がいる世帯への健診費用や移動費を助成します。
◇多胎児支援事業 67万円

　AIによる予防接種のスケジュール管理などができる母子手帳アプリを導
入します。

◇母子手帳アプリの導入 44万円

　清小及び八小を統合した新校建設に向けた基本構想及び基本計画を策定
します。

◇新校建設事業 18万円

　体育館大規模改修及び照明器具LED化に係る実施設計を行います。
◇小・中学校体育館改造事業 1,963万円

　三中の北校舎トイレ改修に係る実施設計を行います。
◇中学校校舎改造事業 785万円

　清瀬駅南口地域児童館等複合施設整備に向けて
基本設計を行います。

◇清瀬駅南口地域児童館等複合施設整備 
　基本設計 4,800万円

都市格が高いまち都市格が高いまち
◇市ホームページに「やさしい日本語」※自動翻訳システム導入

22万円

　行政手続きのオンライン化の機能の拡充を行います。
◇ Logo フォームの導入 85万円

　ごみ分別アプリから粗大ごみの申請ができるようになります。
◇ごみ分別アプリの拡充 209万円

690万円

新型コロナウイルス感染症対策に向けた取り組み新型コロナウイルス感染症対策に向けた取り組み
◇障害者福祉施設、介護保険施設などへ PCR 検査などの補助
　を実施 3,701万円

1,596万円◇ PCR センターの継続設置

1 億 152万円◇がんばるお店応援キャンペーン事業

180万円◇中小企業相談窓口の継続設置

【令和 3 年度 補正予算（令和 4 年度繰越事業）】

◇自宅療養者への支援
　医師による電話診療、食料等の配布などを行います。

500万円◇地域課題解決事業
　コロナ禍により生じた新たな地域課題に取り組む市内団体などへの支援
を行います。

630万円

　市の令和4年度予算は、健幸都市に向けた施策、低所
得者や子育て世代への支援をはじめとする福祉施策、新
型コロナウイルス感染症対策に加え、自治体DXの推進
や脱炭素社会に向けた取り組みなど、さまざまな行政課
題に積極的に対応する予算となっています。
　しかし、こうした多額の財政需要の一方で、市税収入
の回復も途上であることや地方消費税交付金の減額が見
込まれることから、財源不足については、臨時財政対策
債による振替や財政調整基金による繰り入れで対応せざ
るを得ない状況となっています。以下に、その概要をお
知らせします。なお、予算編成の基本方針については、
市ホームページからご覧いただ
けますので、そちらもご参照く
ださい。
問財政課財政係☎042-497-1810

豊かな自然と調和した住みやすく活気あるまち豊かな自然と調和した住みやすく活気あるまち

658万円◇商店街チャレンジ戦略支援事業
　老朽化した街路灯のLED化などの改修工事を行います。

◇市道 0106 号線（市役所通り）用地取得及び電線共同溝設 
　置工事 5,844万円

◇園名板等設置工事（中里一丁目緑地公園、清瀬橋親水公園）
600万円

　ふれあい農業の推進と農地の保全、そして、新
たな農業経営の手法として取り組まれる、農業者
自ら整備し運営する「市民農園」の開設に必要な整
備費に対して支援を行います。

150万円◇市民農園開設補助金の創設

　地場産農産物を活用した加工品の開発、製造に対する補助を行います。
◇市内農産物販路拡大事業 50万円

※「やさしい日本語」
とは外国人などにも
わかるように配慮して
簡単にした日本語の
ことです。


