
1 

令和４年度当初予算案について 

１ 基本方針  

＜財政状況＞ 

  市税においては、法人市民税では一部の業種における業況の回復を見
込んでおり、固定資産税では新型コロナウイルス感染症対策に伴う特例
措置の解除などにより増収が見込まれる。また、地方交付税と臨時財政
対策債は、前年度当初交付(令和３年７月決定分)と同水準は確保される
と見込んでおり、本市における一般財源は、前年度当初予算に比べ3.4％
程度の増加が見込まれる。 

なお、新型コロナウイルス感染症の影響が続いており、市税は感染拡
大前の令和元年度決算と比較すると５億円以上下回ると見込んでいる。 

また、歳出においては、大型建設事業による市債及び臨時財政対策債
の継続発行に伴う公債費の増高や少子高齢化の進行による社会保障関係
経費の増高、施設管理費や特別会計及び企業会計等への繰出金、補助金
が依然として高い水準にあることから、非常に厳しい財政状況にある。 

 
＜編成方針＞ 

１) 重点事業｢デジタル化推進事業｣の取組み 
 ⇒ 今後、本格化していく自治体ＤＸ（デジタルトランスフォーメ

ーション）の実現に向け国が示す方針に沿って、市デジタル化推
進ＰＴ(プロジェクトチーム)が推進する市民サービスの向上と業
務の効率化を図るための「デジタル化推進事業」を重点事業とし
て取組む。 

２) 優先課題推進事業 ①「健やか・展やか・朗らか黒部の創造事業」、
②「新型コロナウイルス感染症対策事業」の取組み 

 ⇒①少子高齢化や人口減少という最大の壁に立ち向かい、持続的な
地域活力創出を図る施策を掘り起こすとともに、国が新たな成長
推進枠として掲げる、グリーン社会の実現、地方活性化、子供・子
育てに対する施策も視野に入れ取組む。 

⇒②新型コロナウイルス感染症拡大防止のための施策のほか、新し
い働き方や地域経済活性化などのアフターコロナを見据えた施策
に力点を置く。 

３) 「骨格予算」による編成 

 ⇒ 令和４年度当初予算は、４月に市長の任期が満了することを踏
まえ、義務的経費や継続的な事業に要する経費を中心に計上する。
ただし、政策的経費であっても、年度当初から執行しなければ市
民生活に影響がある事業は、新規事業も含め当初予算に計上する
こととする。 

４) 財政健全化への取組み 

 ⇒ 「財務規律の堅持」と「市勢発展のための投資」のバランスのと
れた財政運営を行う。 

《予算資料１》 
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＜総合経済対策＞ 

 国の「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」等に基づく追加事業
の前倒しを令和３年度３月補正に計上し、令和４年度に繰り越すことで「13
か月予算」とし、当初予算と合わせた切れ目の無い財政運営を行う。 

  ・ 総合経済対策等に基づく市事業費 ４億5,136万７千円 

区   分 予算額（千円） 

令和３年度３月補正のうち総合経済対策等に基づく予算（A） 451,367 

令和４年度当初予算（B） 21,659,000 

13か月予算（A）＋（B） 22,110,367 

 

２ 予算の規模  

・一般会計 216億5,900万円（前年度比 ▲9億4,600万円、▲4.2％） 

［主な増要因］ 

吉田踏切道移設事業費 

    Ｒ３    －    → Ｒ４ ３億5,500万円 （  皆  増  ） 

私立保育所費 

    Ｒ３ ７億4,713万円 → Ｒ４ ９億3,814万円 （＋１億9,101万円） 

新型コロナウイルス感染症対策費 

Ｒ３   4,544万円  → Ｒ４ ２億  229万円 （＋１億5,685万円） 

除雪対策事業費 

    Ｒ３ ２億6,378万円  → Ｒ４ ４億  265万円 （＋１億3,887万円） 
おおしまパークゴルフ場移設事業費 

    Ｒ３   3,000万円  → Ｒ４ １億3,580万円 （＋１億  580万円） 

［主な減要因］ 

  防災行政無線デジタル化整備事業費 

    Ｒ３ 10億7,793万円 → Ｒ４   3,336万円 （▲10億4,457万円） 

  市民交流センター整備事業費 

    Ｒ３ 13億3,758万円  → Ｒ４ ６億1,074万円 （▲７億2,684万円） 

道の駅整備事業費 

    Ｒ３ ４億6,984万円 → Ｒ４    －   （  皆  減  ） 
 大布施保育所施設整備補助金 

    Ｒ３ ３億2,548万円 → Ｒ４    －   （  皆  減  ） 

・特別会計  60億8,396万８千円（前年度比 ▲  3,427万５千円、▲0.6％） 

・企業会計 185億3,552万６千円（前年度比 ＋２億9,345万８千円、＋1.6％） 

・全 会 計 462億7,849万４千円（前年度比 ▲６億8,681万７千円、▲1.5％） 
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３ 一般会計予算歳入の概要  

(1) 市税収入 

76億4,000万円（前年度比 ＋１億4,000万円、＋1.9％） 

［主な内訳］ 

・個人市民税 22億2,908万3千円（前年度比 ▲93万６千円、▲0.04％） 

・法人市民税 ３億 335万3千円（前年度比 ＋6,461万５千円、＋27.1％） 

・固定資産税 46億7,484万1千円（前年度比 ＋5,866万７千円、＋1.3％） 

・市たばこ税 ２億6,071万9千円（前年度比 ＋1,188万０千円、＋4.8％） 

(2) 地方消費税交付金 

10億8,700万円（前年度比 ＋7,600万円、＋7.5％） 

(3) 普通交付税 

36億1,400万円（前年度比 ＋２億7,800万円、＋8.3％） 

【参考①】普通交付税＋臨時財政対策債 

Ｒ３ 42.09億円 → Ｒ４ 44.37億円（＋2.28億円、＋5.4％） 

(4) 一般財源（税＋譲与税＋交付金＋地方交付税＋繰越金＋臨時財政対策債） 

147億3,500万円（前年度比 ＋４億9,100万円、＋3.4％） 

(5) 市債 

 ・公共事業等に伴う新規の市債発行額 Ⓐ 

              11億  980万円（前年度比 ▲16億5,460万円） 

 ・臨時財政対策債 Ⓑ       ８億2,300万円（前年度比   ▲5,000万円） 

    合 計(Ⓐ＋Ⓑ)    19億3,280万円（前年度比 ▲17億 460万円） 

【参考②】令和４年度末市債残高の内訳（見込） 

区   分 残 高 前年度比 伸び率 

社会資本整備等に係る分 
(125億9,544万６千円) 
218億2,276万７千円  

 
▲３億7,524万６千円  

 
▲1.7％ 

臨時財政対策債及び減税補てん債
等分 

(8,337万８千円) 
105億9,858万７千円  

 
▲１億8,489万２千円  

 
▲1.7％ 

合併特例債を活用した基金造成に
係る分 

(3,256万８千円) 
１億  856万０千円  

 
▲１億2,553万０千円  

 
▲53.6％ 

一般会計の合計額 
(127億1,139万２千円) 
325億2,991万４千円  

 
▲６億8,566万８千円  

 
▲2.1％ 

（注）残高欄の上段（ ）書きは、交付税措置見込額を差し引いた実質負担額 

【参考③】市債残高の推移（一般会計）    【参考④】実質公債費比率（３ヶ年平均値） 

・令和２年度末 303億4,798万９千円（確定）    ・R元年度決算（R２確定）  11.5 

・令和３年度末 330億9,636万９千円（見込）    ・R２年度決算（R３確定）  11.6 

・令和４年度末 325億2,991万４千円（見込）    ・R３年度決算（見込み）   13.1 
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(6) その他 

・国県支出金  39億7,844万円（前年度比 ＋２億8,466万４千円、＋7.7％） 

・繰入金      ７億4,348万4千円（前年度比 ▲２億2,720万円、▲23.4％） 

  ［主な内訳］ 

    特別会計繰入金 

      発電事業特別会計繰入金    8,000万円（前年度比 ＋400万円） 

    基金繰入金 

      財政調整基金繰入金    ２億円    （前年度比 ▲２億5,000万円） 

      減債基金繰入金      ２億円    （前年度比 同額） 

      合併地域振興基金繰入金  １億3,900万円（前年度比 ＋400万円） 

      公共施設維持補修基金繰入金  4,300万円（前年度比 ▲100万円) 

【参考⑤】財政調整基金 17億4,932万3千円（令和３年度末残高見込み） 

４ 歳出 主な事業   《予算資料２》 歳出 主な事業 

５ 重点事業【デジタル化推進事業】 

 今後、本格化していく自治体ＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）の実現に向け国が示

す方針に沿って、市デジタル化推進ＰＴ(プロジェクトチーム)が推進する市民サービスの向上と

業務の効率化を図るための「デジタル化推進事業」を重点事業に位置付け取組む。 

 

 事     業     名 事業費（千円） 

１ 議事録作成支援システム利用料 1,014  

２ 基幹系システム標準仕様調査委託費 11,880  

３ 自治体オンライン手続推進事業費 14,748  

４ 自治体チャットツール利用料 594 

５ 市公式LINE導入事業費 2,739 

６ 県共同利用電子入札システムクラウドサービス運用費 3,775 

７ 防災行政無線デジタル化整備事業費 33,360 

８ 地方税共通納税システム改修委託費（固定資産税、軽自動車税） 7,491 

９ 戸籍システム改修作業委託費 8,795 

10 障害者自立支援給付システム改修委託費 2,129 

11 高齢者ふれあい福祉事業費（福祉券バーコード印刷費） 262 

12 介護保険事業システム標準化調査業務分担金 814 

13 子育て支援アプリ導入費 660 

14 ゼロカーボンポータルサイト開設負担金 34 

15 森林クラウドシステム導入費 542 

16 宇奈月温泉街公衆Wi-Fi設備移設費 701 

17 小中学校ネットワーク回線改良事業費（光回線増強、ひかり電話化） 9,172 

18 文化財デジタル化保存事業費 80 

19 図書館ICシステム導入準備費 5,686 

20 図書資料等デジタル化保存事業費 80 

21 美術館ホームページ構築費 1,430 

22 総合体育センター公衆Wi-Fi整備事業費 15,900 

23 水道設備台帳システム構築業務委託費(水道事業・簡易水道事業) 8,809 

合   計 130,695 
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６ 優先課題推進事業    ◎：新規事業  ○：拡充事業 

(1) 健やか・展やか・朗らか黒部の創造事業 

 少子高齢化や人口減少という最大の壁に立ち向かい、持続的な地域活力創出を図る施策
を掘り起こすとともに、国が新たな成長推進枠として掲げる、グリーン社会の実現、地方活
性化、子供・子育てに対する施策も視野に入れ取組む。  [全79事業：1,595,648千円］ 

健やか黒部 ＜活き活き＞  

重点テーマ キーワード 新規拡充 事業名 事業費（千円） 

若者が暮らし、結

ばれ、産み育て

る豊かさの向上 

移住・定住 

  地域おこし協力隊事業費 13,053 

  くろべで住もう移住定住サポート協議会補助金 2,000 

  新幹線通勤・通学支援補助金 3,744 

 〇 住宅取得支援補助金 24,000 

  空家情報バンク推進事業費 9,450 

  移住促進賃貸住宅居住支援補助金 12,000 

結婚･子育て 

  結婚支援事業費 2,100 

 〇 子ども家庭総合支援拠点設置事業費 6,533 

 〇 三世代ハッピーホームサポート事業費 14,428 

 〇 すこやかくろべっ子誕生お祝い事業費 9,225 

◎  石田学童保育駐車場整備事業費 9,600 

 〇 石田こども園移転整備事業費 137,102 

◎  うらやま保育園駐車場用地取得費 8,250 

  産婦健診審査費 2,747 

  新生児等聴覚検査費用助成費 1,350 

ひとり親家庭   高校等入学支援金 700 

人生100年時代

の到来を見据え

た「生きがい」づ

くり 

健康寿命 

  29人以下単位老人クラブ補助金 21 

 ○ 高齢者ふれあい福祉事業費 17,059 

  がん患者補正具購入費用助成事業費 1,000 

  健康づくりポイント事業費 1,211 

全世代型社会福祉   介護職員就労定着支援金 2,550 

地域福祉 
  福祉サポーター設置事業費 60 

  県理学療法士会事業委託費 249 

小     計 23事業 278,432 
 

展やか黒部 ＜湧く湧く＞ 

重点テーマ キーワード 新規拡充 事業名 事業費（千円） 

黒部に住み、若

者と女性が活躍

する地域活力の

拡大 

雇用･UIJターン 

  就職定住促進事業費 4,282 

  地方創生移住就職支援金 1,600 

  インターンシップ支援補助金 560 

  奨学資金返済支援事業費 816 

地域産業 

 

  譲渡施設の運営費等補助金 12,051 

  黒部ルート開放に向けた魅力創出･受入体制整備推進事業費 1,000 

  黒部峡谷パノラマ展望ツアー開催支援特別負担金 4,400 

◎  農業経営収入保険加入促進事業補助金 2,329 

◎  農福連携くろべモデル確立支援事業費 300 

  農産物生産・加工体制確立支援補助金 6,000 

  革新的農業技術導入事業費 3,200 

  黒部米ブランド産地強化対策事業補助金 8,066 

  とちの森散策道等管理費 2,910 
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  「黒部の魚」蓄養試験実施補助金 360 

起業･事業承継 
  特定商業地域等新規出店支援事業補助金 5,800 

  創業・事業承継促進事業補助金 1,500 

賑わい･活気 

◎  大崎市交流事業費 2,680 

  黒部宇奈月温泉駅周辺施設賑わい創出補助金 1,000 

  中心市街地活性化支援事業補助金 1,200 

  小学生ジオパーク体験学習事業費 637 

 ○ ジオサイト保護・活用事業費 1,390 

  下立の大理石展望台改良事業費 836 

ｺﾝﾊﾟｸﾄｼﾃｨ･ﾌﾟﾗｽ

･ﾈｯﾄﾜｰｸの推進

による持続可能

な「まち」づくり 

地域公共交通 

  高齢者運転免許自主返納支援事業費 4,359 

  公共交通戦略推進協議会補助金 33,400 

  あいの風とやま鉄道黒部駅周辺都市施設整備事業費 16,082 

グリーン社会の実現 

◎  県産材遊具購入費 2,000 

◎  ゼロカーボンポータルサイト開設負担金 34 

  森林整備事業費 3,802 

  間伐促進事業費 1,212 

  宮野用水発電所・黒瀬川発電所運営費 174,093 

  下水道バイオマスエネルギー利活用施設運営費 212,618 

  住宅用ディスポーザ設置補助金 3,000 

小     計 32事業 513,517 

 

朗らか黒部 ＜晴れ晴れ＞ 

重点テーマ キーワード 新規拡充 事業名 事業費（千円） 

安全で安心な暮

らしの強化 

防災･減災 

 ○ 市総合防災訓練開催費 1,292 

 〇 非常備消防業務委託費 67,971 

◎  総合体育センター公衆Wi-Fi整備事業費 15,900 

危機管理 ◎  田家公民館避難収容室整備基本構想調査費 2,400 

ｽﾄｯｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ   道路ストック総点検（橋梁・トンネル等）委託費 40,000 

地域力 

  安全なまちづくりセンター運営補助金 614 

◎  防犯カメラ等設置補助金 600 

 〇 鳥獣被害防止総合対策事業補助金 1,100 

  鳥獣被害防止電気柵等設置補助金 700 

  有害鳥獣侵入防止柵設置工事補助金 2,134 

多様な教育機会

の充実による 

「ひと」づくり 

人材育成 

  子どもの権利啓発事業費 200 

  「名水の里くろべこども自然体験村」委託費 1,620 

 〇 高校生等奨学資金給付金 5,832 

 〇 奨学資金貸付金 21,600 

  小中学校ネットワーク回線改良事業 9,172 

  高校生海外派遣事業補助金 564 

  アーティストinくろべ青少年交流事業費 2,500 

◎  第４回とやま世界こども舞台芸術祭プレ公演開催事業費 60 

 ○ 黒部シアター2022開催補助金 7,500 

  伝統芸能創生 黒部踊り街流し開催補助金 6,000 

◎  富山県民謡民舞大会開催補助金 500 

◎  オリンピックレガシー承継事業補助金 4,300 

◎  アーチェリー（仮称）インドカップ開催補助金 400 

全世代型生涯学習   (仮称)くろべ市民交流センター整備事業費 610,740 

小     計 24事業 803,699 
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(2) 新型コロナウイルス感染症対策事業 

 新型コロナウイルス感染症拡大防止のための施策のほか、新しい働き方や地域経済活性
化などのアフターコロナを見据えた施策に力点を置くもの。 

キーワード 新規拡充 事業名 事業費（千円） 

ワクチン接種  ○ 新型コロナウイルスワクチン接種事業費 57,151 

暮らし支援 

  光ケーブル推進事業分担金 872 

  特別定額給付金事業費 50 

  子育て世帯への臨時特別給付金事業費 3,332 

 ○ 生活困窮者自立支援金 1,920 

事業者支援 

  病院事業感染症対策補助金 25,218 

  環境衛生対策事業費 2,400 

  地域産材活用支援事業費 740 

  中小企業相談活動支援事業費 500 

  下水道事業感染症対策補助金 7,479 

新しい働き方 
  サテライトオフィス等開設支援事業費 2,600 

◎  ワーケーション促進事業費 1,470 

施設の感染予防 

  感染症対策総務費 2,000 

  児童福祉施設等感染症対策事業費 9,732 

◎  社会福祉施設等感染症対策事業費 4,196 

  観光施設等感染症対策事業費 18,525 

◎  消防防災活動等感染症対策事業費 2,717 

  小中学校感染症対策事業費 12,600 

  社会教育施設等感染症対策事業費 48,797 

19事業 202,299 

 

 

７ 行財政改革への取組  

・行政改革大綱を踏まえた「働き方改革」等の推進 

→ 働き方改革に係る研修、ＲＰＡの活用、勤怠管理・保育・校務支援システムの導入、 

職員のテレワークの推進、キャッシュレス決済の推進、図書館ICシステム導入準備 

・「財政運営指針」に基づく財務規律の堅持 

【財政の弾力性を高める財政構造の見直し ＜抑える＞ 】 

→ 特別会計、企業会計繰出金の抑制、受益者負担の適正化、未利用財産の活用 

【将来負担を見据えた財政基盤強化 ＜備える＞ 】 

→ 基金による財源涵養、交付税措置のある市債の活用 

【財務マネジメントの強化 ＜量る＞ 】 

→ 夏期レビューを通じて、総合振興計画実施計画のローリングと連動させた中期的な視

点での事業精査の推進、公共施設マネジメントの推進、統一的な基準に基づく財務諸

表の作成と効果的な活用 

 

８ 予算案の概要     《予算資料３》 当初予算案の概要 

 


