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令和４年度主要事業と当初予算
　令和４年度当初予算案の全会計の規模は、約２３４億５，１１１万円となりました。
　今年度の主な取り組みといたしましては、引き続き「潮来市まち・ひと・しごと創生総合戦略」を優先的な課題と位
置づけたうえで、第３回目の新型コロナワクチン接種体制など新型コロナウイルス感染症対策を踏まえ、「少子高齢化
対策」や「子育て支援の充実」をはじめ、「学校給食費の無償化」、「健康づくりに関する支援事業」、「移住・定住の促進」、
「日本一の水路のまち整備」、「道路・上下水道の基盤整備」、「全国市町村交流レガッタ大会の開催」などに重点を置い
た編成により、主要事業を推進してまいります。
　学校給食につきまして、令和２年度より第３子以降の学校給食費無償化を、段階的に進めてまいりました。そして、
令和４年度からは小中学生の給食費無償化をスタートさせます。給食費無償化により、子育て世帯の負担軽減を図ると
ともに、給食の内容につきましても、栄養バランスを図りながら、潮来産野菜や特別栽培米「潮来あやめちゃん」を使
用するなど、給食の質の向上にも努めてまいります。
　新たな取り組みとしまして、健康でいきいきと暮らすことのできる健康寿命の延伸のため、茨城県アプリ「元気アッ
プ！リいばらき」の活用と潮来市独自の「健

けん

幸
こう

ポイント」による特典、講演会をはじめ地域での健康教室などを開催し
ます。ボランティア活動など健康づくりに不可欠な地域コミュニティ形成を図りながら、
区加入促進を図るとともに、市民の皆さまの「健

けん

幸
こう

づくり」に取り組んでまいります。
また、地域の生活環境向上と各地区のコミュニティの促進を図るため、各地区で行われて
おります除草作業等に対しまして、自走式の草刈り機と肩掛け式草刈り機の貸し出し事業
を行います。
　今後も、魅力と活力にあふれた「住みたいまち潮来」、「魅力あるまちづくり」の実現を
目指し、市民の皆様の声に耳を傾け、対話と協調による市政運営に今後も取り組んでまい
りますので、引き続き、ご支援とご協力をお願い申し上げます。 潮来市長　原 浩道　

令和４年度　主要な事業　将来像
暮らしを愉しみ 市民が活躍する「水の郷」

＜新規＞給食費無償化
 2億1,977万円

＜新規＞健幸づくり事業
 186万円

＜新規＞日本一の水路のまち整備事業
 1,277万円
船着き場の乗降場の整備やカヌー体験を実施します。ま
た、市民協働により前川
や南幹線用水路に草花を
植栽し、彩のある水辺と
して人が集い愛着が持て
る水辺空間となるよう取
り組みます。

＜新規＞全国市町村交流レガッタ事業
 1,336万円
令和4年9月24日～25日
（予定）、潮来市を会場
に全国市町村交流レガッ
タ大会を開催します。実
行委員会を設置し、県・
市のＰＲを行いながらス
ムーズな大会運営を行います。

＜新規＞草刈り機貸し出し事業
 67万円

自走式と
肩掛け式を
貸し出します

※写真はイメージです
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行財政政策
★自治コミュニティ助成 500万円
★議場改修 313万円
◎ふるさとづくり寄付金制度推進
 1億3,200万円
◎ふるさと応援基金積立
 1億1,800万円
◎徴収管理費（口座振替推進キャン
　ペーン） 206万円
○シティプロモーション 422万円
○個人番号カード交付 2,655万円
○小中学校LED化計画 372万円

市民協働政策
★草刈り機貸し出し 67万円
★参議院議員選挙 1,414万円
★茨城県議会議員選挙 1,128万円
★潮来市長選挙 1,175万円
○区長会等 2,410万円
○移住定住促進 354万円
○地域おこし協力隊 1,407万円
○地域連携 221万円
○各種統計調査 95万円

生活環境政策
◎消防施設整備 3,024万円
◎災害対策 721万円
◎消費者対策 425万円
○消防施設費 2,573万円
○消防団入団 238万円
○防犯対策 2,941万円
○高齢者等ごみ出し支援 97万円
○指定ごみ袋製造販売 2,025万円
○塵芥処理施設費 6億4,057万円

教育・文化政策
★給食費無償化 2億1,977万円

★前川運動公園サッカー場

　竣工記念イベント 69万円

★全国市町村交流レガッタ

 1,336万円

◎小学校整備 1,531万円

◎部活動外部指導者派遣支援

 515万円

◎TT配置 2,301万円

◎図書館管理 9,376万円

◎キャリア教育 56万円

◎ホストタウン推進 91万円

○小・中学校学習用端末等整備

　（GIGA） 1,822万円

○教育委員会事務局 4,097万円

○英語指導助手配置等 3,075万円

○小学校統合 30万円

土地利用・基盤整備政策
★水郷北斎公園トイレ改修
 1,468万円
★排水対策 2,300万円
◎若年世帯定住促進助成金
 2,950万円
◎合併処理浄化槽設置 1,564万円
○主要道路整備 1億357万円
○バスターミナル駐車場整備
 59万円
○道の駅及び水郷潮来バスター
　ミナル周辺整備 1,551万円
○地域公共交通 3,253万円
○河川総務費 432万円
○市営住宅長寿命化 4,272万円
○地籍調査 1,835万円
○水道配水管等整備 4億3,494万円
○公共下水道管路整備
 5億2,742万円
○公共下水道ポンプ場整備
 5,300万円
◎道路新設改良 1億3,200万円
◎道路舗装 4,000万円
◎通学路対策 1,300万円

産業振興政策
★日本一の水路のまち整備
 1,277万円
★香取と潮来の巡りあい 89万円
◎あやめまつり大会 1,780万円
◎観光関連推進交付金 2,274万円
◎水郷筑波・サイクリングによる
　まちづくりプロジェクト
 287万円
◎鳥獣被害防止施設整備促進
 116万円
○商工業支援 364万円
○商工振興 1,250万円
○潮来駅施設利活用 263万円
○国営造成施設管理体制整備促進
 823万円
○水産業整備 1,193万円
○買ってもらえる米づくり推進
 411万円
○企業誘致 85万円

★健幸づくり 186万円
★高齢者保健 49万円
★成年後見制度普及啓発 29万円
★子ども家庭総合支援拠点運営
 466万円
◎各種検診 5,288万円
◎地域医療体制支援 1,090万円
◎保健衛生総務費  7,120万円
◎地域支援 1億733万円
◎高齢者交通対策 1,269万円
○新型コロナウイルスワクチン
　接種体制確保 1億748万円

令和４年度

政策別
主要事業
　★・・・新規事業
　◎・・・拡充事業
〇・・・継続事業

○子育て世代包括支援 330万円
○母子保健 2,347万円
○社会福祉総務費 4,759万円
○障がい者自立支援給付等
 7億377万円
○生活困窮者自立支援 
(新型コロナ感染症対策) 960万円
○就労支援 132万円
○生活困窮者自立支援 778万円
○認定こども園運営 10億6,053万円
○子育て応援サポート 785万円
○老人福祉 4,331万円

保健・医療・福祉政策
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一般会計の歳入
（単位：千円）

市　税
2,946,977

繰入金 845,065

繰越金 400,000

分担金及び負担金
91,921

使用料及び手数料
153,947

財産収入
54,385

寄附金
254,105

自主財
源

37
.5％

依存

財
源

62
.5
％

諸収入 154,532

市　債
506,517

ゴルフ場利用税交付金
26,285

環境性能割交付金
14,454

地方特例交付金
23,612

地方交付税
3,875,457

交通安全対策
特別交付金
3,800

国庫支出金
1,837,241

県支出金
999,346

地方譲与税 180,104

株式等譲渡所得割交付金　19,150
法人事業税交付金　　　　  45,999
利子割交付金　　　　　　　 1,626
配当割交付金　　　　　　  11,858

地方消費税
交付金
609,619

歳　入
約130億
5,600万円

歳　入
約130億
5,600万円

市が行う事業に
県から交付され
るお金です。

市が行う事業に
国から交付され
るお金です。

市町村の財政力に
応じ国から交付さ
れるお金です。

市の借り入れ金で国や銀
行等から借り入れます。



広報いたこ　2022年 4月号Vol.253

f e a t u r e  a r t i c l e

5

令和４年度潮来市当初予算

会　計　名 R4当初予算額 R3当初予算額
比　較

増減額 増減率

一般会計 13,056,000 13,416,000 △360,000 △2.7%

特

別

会

計

国民健康保険特別会計 3,136,900 3,150,400 △13,500 △0.4％

介護保険特別会計 2,240,900 2,217,900 23,000 1.0%

後期高齢者医療特別会計 376,740 359,480 17,260 4.8%

小　計 5,754,540 5,727,780 26,760 0.5%

企
業
会
計

水道事業会計 2,008,115 1,256,560 751,555 59.8%

工業用水道事業会計 17,543 17,613 △70 △0.4％

下水道事業会計 2,614,915 3,011,526 △396,611 △13.2％

小　計 4,640,573 4,285,699 354,874 8.3%

合　計 23,451,113 23,429,479 21,634 0.1%

※ 水道事業会計及び工業用水道事業会計予算額は、収益的支出及び資本的支出の合計額

（単位：千円）

会計項目 令和４年度末 令和3年度末

一般会計 105.8億 115.4億

企
業
会
計

水道事業会計 12.8億 12億

工業用水道
事業会計 0.3億 0.3億

下水道事業会計 67.6億 66.9億

合　　計 186.5億 194.6億

令和４年度末
市民一人当たり約６９万円

人口2万7,215人（令和4年3月1日住基人口）で算出

市債の残高（見込み） 一般会計の歳出
（単位：千円）

【お問合せ】財政課　財政グループ　☎６３－１１１１　内線２２２・２２４

総務費
1,577,492

民生費
4,618,346

衛生費
1,595,759

農林水産業費
393,306
農林水産業費
393,306

商工費 
186,122
商工費 
186,122

土木費
1,367,044
土木費
1,367,044

消防費
576,490
消防費
576,490

教育費
1,202,698
教育費

1,202,698

公債費
1,397,310

予備費 10,000予備費 10,000
議会費 131,433議会費 131,433

歳　出
約130億
5,600万円

歳　出
約130億
5,600万円

生活保護、高齢福祉、
障害福祉、児童福祉
等の福祉に関するお
金のことです。

全体的な事務や企画、
財政、選挙等に使われ
るお金のことです。

健康増進、疾病予防、
ゴミの収集処理等の
お金のことです。


