
その他（1.8％）5億6,891
地方譲与税（0.7％）2億3,352

法人事業税交付金（0.8％）2億8,000使用料及び手数料（1％）3億1,980
繰越金（2.4％）
8億1,100
諸収入（3.1％）
10億5,418
市債（3.4％）
11億4,510
地方消費税
交付金
（5.1％）
17億1,000

繰入金（6.1％）
20億3,151

県支出金（6.5％）
21億9,413

寄附金
（9％）
30億3

国庫支出金
（9.7％）
32億3,502

市税
（50.4％）
169億2,360

歳入
335億680万円

その他（4.6％）
15億4,328
消防費（3.5％）
11億6,203

公債費（3.6％）
11億9,022

教育費
（12.2％）
41億2,332

土木費
（12.4％）
41億3,200

衛生費
（13.9％）
46億4,316

総務費
（16.4％）
54億9,476

民生費
（33.4％）
112億1,803

歳出
335億680万円

　行政課財政係　 95-9869
　2022年度の予算総額は657億2,278万円です。この内、一般会計は335億680万円です。これから1年間の
お金の使い道と、どのような事業に取り組んでいくのかをお知らせします（端数処理の関係で合計が一致しな
い場合あり）。

　全国的に、新型コロナウイルス感染拡大による行動制限に伴う経済的な影響は大きく、依然厳しい状況にあ
ります。引き続き感染状況を注視し、必要な感染対策を迅速に行うとともに、第6次碧南市総合計画に掲げる
市の将来像を目指して、以下の3つの方針に沿って行財政運営を進めます。
　1つ目は、「市民とともにつくる災害に強いまちづくり」、2つ目は、「産業と港を活かしたまちづくり」、3つ目は、
「誰もが笑顔で元気に暮らせる賑わいのあるまちづくり」です。
　また、持続可能な開発目標（SDGs）の理念でもある「誰ひとり取り残さない」を推進するとともに市民満
足度と費用対効果の最大化に努めながら、市政運営を行っていきます。

税目別予算

会計別予算

一般会計の推移

（単位：万円）

（単位：万円）

税目 予算額 前年度比
市民税 61億 1,710万円 24.6%
固定資産税 89億 7,550万円 3.1%
軽自動車税 2億 1,240万円 7.3%
市たばこ税 4億 7,100万円 4%
都市計画税 11億 4,760万円 1.8%

会計 予算額 前年度比
一般会計 335億  680万円 3.2%
特別会計 137億4,517万円 4.9%

国民健康保険 69億6,457万円 4.7%
訪問看護事業 9,074万円 42.9%
介護保険 56億2,868万円 4.7%

保険事業勘定 55億5,640万円 4.9%
介護サービス事業
勘定 7,228万円 △7.2%

後期高齢者医療保険 10億6,118万円 4.6%
企業会計 184億7,081万円 △0.7%

水道事業 26億4,467万円 △10.2%
下水道事業 64億2,466万円 0.3%
病院事業 94億  147万円 1.7%

総合計 657億2,278万円 2.4%

300億

350億

250億

（円）

285億
6,135万円

286億
4,614万円

289億
4,839万円

289億
7,022万円

335億
680万円

324億
7,555万円

311億
379万円

2016 2017 2018 2019 2021 20222020 （年）

2022年度  施政方針と当初予算
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2022年度 施策分野ごとの主要事業
　行政課財政係　 95-9869

安心安全で住みやすいまち
・災害備蓄品整備事業　1,000万円
　避難所で必要な備蓄食料などを整備します。
・消防団管理事業（企業防災力向上研修支援補助事業）
　　　　　　　　　　 　2,559万3千円（内975万円）

消防団員を積極的に推薦する企業又は個人事業主に
1人当たり1年間15万円（3年間）を支給します。

・道路照明灯LED化促進事業　900万円
・交通安全施設整備事業　1,000万円
・第2配水場長寿命化事業　5億665万5千円

 安全で安定した水道水を供給するため配水施設を整
備します。

・公園施設長寿命化対策事業　5,241万6千円
沢渡公園はじめ4公園の公園遊具の更新工事を行い
ます。 

・明石公園整備事業　1,902万2千円

・街区公園等整備事業　1,018万6千円
・環境基本計画推進事業　208万3千円
・次世代自動車購入費補助事業　900万円

次世代自動車を購入した経費の一部を補助します。
・スマートハウス設備設置費補助事業　1,901万円

居住する住宅に設置する太陽光発電施設やH
ヘムス

EMS、
燃料電池、電気自動車充給電設備などの設置に対し
て補助します。

・水族館費臨時事業　8,090万9千円
水族館の展示水槽、屋根などの改修工事を行います。

・美術館収蔵庫等増設・改修事業　5億6,870万6千円
・筋トレルーム60運営事業　2,811万5千円
・へきなん健康づくり21プラン推進事業　230万円
・病院事業会計負担事業（3条分）13億3,761万7千円
・病院事業会計出資事業（4条分）7億6,266万2千円
・市民病院病棟改修事業　1億7,361万9千円
　老朽化の進む入院病棟の改修工事を行います。　　　
・高齢者入浴サービス事業　5,985万4千円
・高齢者タクシー料金助成事業　580万1千円　　　　
・児童発達支援ネットワーク事業　263万9千円

子どもの発達に関する支援者の専門スキル向上支援、
保護者への講習会、個別相談を行います。　　

・碧南市高齢者ほっとプラン策定事業　231万円
・元気っ子医療費助成事業　3億7,507万5千円

高校生世代の入院に対する医療費助成を開始します。　
・障害者医療費助成事業　2億3,908万1千円

人と文化が育ち・支えあうまち
・私立保育園等園舎整備補助事業　3,302万5千円
・病児保育事業　1,595万1千円
・不妊治療助成事業　1,425万円

少子化対策の一つとして、子どもを産み育てやすい
環境づくりを推進するため、不妊治療の費用の一部
を助成します。

・少人数指導授業推進事業　2,542万7千円
・小学校外国語活動・外国語科事業　1,980万円
・日本語教育支援充実事業　1,351万5千円
・小学校施設長寿命化事業　8,300万円

日進小学校のトイレ改修工事などを行います。
・中学校施設長寿命化事業　3,040万円

中央中学校の屋内運動場屋根庇防水改修工事を行い
ます。　　

・小中学校ICT支援員配置事業　1,573万2千円
・小中学校G

ギガ

IGAスクール環境整備事業　1億26万4千円
・スラックライン全国大会実施補助事業　20万円
・スケートボード大会実施補助事業　20万円
・碧南緑地ビーチスポーツ推進事業　448万3千円

全国中学生ビーチボール選抜選手権大会開催をはじ
め、全国規模のビーチスポーツ大会を開催します。

・中部分館臨時事業（中部分館屋根防水改修工事）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2,870万円
・芸術文化ホール改修事業　6,990万9千円

芸術文化ホール内のトイレの改修工事などを行いま
す。
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　第6次碧南市総合計画に掲げた3つの方針に沿って「新たな力とともに創る　笑顔と元気のみなとまち　へき
なん」のまちづくりを目指し、マニフェストに沿った重点事業を実施しながら、SDGsの17の目標に沿い、持
続可能な開発目標を推進するとともに、今後の財政負担を見据えた予算編成を行いました。2022年度の主な事
業を中心に紹介します。

都市の発展に向けた活力を
生み出すまち

・生活道路整備事業　7,990万3千円
生活道路の側溝、舗装などの新設改良工事を行うほ
か、道路用地の取得を進めます。　

・（都）碧南駅前線整備事業　2億7,294万8千円
道路交通の安全確保及び地域の活性化を図るため、
都市計画道路碧南駅前線の整備を行います。

・主要道路整備事業　6,351万9千円
　市内の1、2級市道の改良及び修繕工事を行います。　　　
・長田橋橋梁改修事業　7,789万5千円
・橋梁長寿命化対策事業　9,297万9千円
　堀方橋の修繕工事を行います。
・港湾施設老朽化対策事業　1,121万円
・狭あい道路整備促進事業　3,422万円
・住宅耐震化等促進事業　2,163万4千円

住宅の耐震診断及び耐震改修・建て替え補助を実施
します。

・名鉄碧南駅西駅前広場整備事業　1億9,030万4千円
・市営住宅長寿命化事業　1億806万8千円

新道住宅外壁等改修工事及び付属建物外壁等改修工
事、宮下住宅解体工事などを行います。　　　　

・三世代住宅建設等促進事業　1,100万円
三世代同居又は近居のための住宅建設費の一部を補
助し、住宅取得を促進します。　　　　　　　　

・新築住宅建設等促進補助事業　1,659万1千円
・農産物ブランド化推進事業　162万3千円

市内農産物のブランド化を推進し、農業の振興や地
域の活性化を図ります。

・企業再投資促進補助事業　1億4,162万6千円

・土地改良施設維持管理適正化事業　7,616万4千円
排水機場の機械設備更新などを実施し、土地改良施
設の維持管理を行います。

・農地等多面的機能促進事業　3,141万5千円
国土の保全、自然環境の保全などの多面的機能の維
持、発揮を図るための地域の共同活動に係る支援を
行います。

・北部工業地整備事業　1億6,586万4千円
都市計画マスタープランに基づき、市北部に工業用
地を確保するため、道路の新設整備、拡幅整備や交
差点改良などを行います。　　

・中小企業再投資促進事業　1,400万円
長年にわたり地域の経済、雇用の基盤を支えている
中小企業の市外流出を防止するため、再投資を支援
します。

・中小企業出展料補助事業　1,000万円
合同企業説明会や見本市などに出展する費用の一部
を補助します。

・碧南市地域公共交通計画策定事業　792万1千円
公共交通を中心に交通計画を作成します。

・市内巡回バス運営事業　4,458万6千円
・ふれんどバス運行事業　1,773万円

ともに創る自立したまち
・シティプロモーション促進事業　9,124万8千円
・ふるさと応援寄附金事業　15億円
・元気ッス！へきなん実施事業　1,150万円

市民と行政との協働で育てる市民まつりを実施しま
す。

・多文化共生推進事業　191万3千円
国籍や人種に関わらず誰もが安心して暮らせる住み
良いまちにするため、情報提供や相談を多言語で行
う一元的相談窓口を設置します。

・市有財産利活用事業　2,371万8千円
・図書館用図書整備事業（電子図書システム使用料）
　　　　　　　　　 2,012万5千円（内80万6千円）

・社会保障・税番号制度運用事業（マイナンバーカー
ド出張申請サポート業務）
　　　　　　　　  1,275万8千円（内866万8千円）
マイナンバーカードの申請サポートを行い、交付の
促進を図ります。
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