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本日は、定例記者会見を開催しましたところ、 

皆様にはご出席いただきましてありがとうございます。 

 

それでは、２月２２日から開催の浅口市議会３月定例会に上程いたしま

す令和４年度浅口市の予算案の概要について説明いたします。 

 

令和４年度当初予算案の編成につきましては、年度当初に市長・市議

会議員選挙が行われることから、義務的経費及び継続事業に係る経費等

を中心とする骨格予算として編成しております。 

 

しかし、骨格予算とはいえ、行政に停滞は許されないことから、新型

コロナウイルス感染症対策に関連する経費を初め、福祉、医療、安全対

策、教育等の市民生活に直結する経費や、新年度早期に執行を要する経

費については、新規・拡充事業も含めて当初予算で措置しており、本市

が目指す「キラリと光る未来そうぞうワクワク都市」の実現に向け、浅

口市が未来に向かって大きく発展し、市民一人ひとりが将来に希望を持

てる予算となるよう、最大限の努力を傾注いたしました。 

 

それでは、予算の内容につきましてお手元に配付しております、令和４
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年度当初予算案の概要資料に沿って概要を簡単に説明いたします。 

まず、１ページをご覧ください。 

  

全会計の総額は２６２億３，１６４万２千円。 

対前年度比２．７％の減であります。 

 

一般会計の予算総額は１３９億２，４００万円、 

対前年度比２．７％の減で、３年連続のマイナス編成となっております。 

 

それでは、一般会計の主なものにつきまして、順次説明いたします。 

まず、歳入について説明いたします。 

 

２ページをご覧ください。 

  

自主財源の大部分を占めている市税は、新型コロナウイルス感染症の

影響等からの持ち直し見込等による市民税の増などにより、対前年度比

２．５％増の 

３５億７，９６０万３千円。 
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寄附金は、ふるさと寄附金見込額の増により対前年度比２４．１％増の 

１億３１０万円を見込んでおります。 

 

繰入金は、財政調整基金繰入金の減などにより対前年度比１７．０％減

の 

７億５，８４０万３千円であります。 

 

 

 次に、依存財源です。 

地方特例交付金は、令和３年度に創設された新型コロナウイルス感染

症対策地方税減収補填
ほてん

特別交付金の廃止に伴う皆減
かいげん

などにより、 

対前年度比６０．５％減の 

３，０００万円。 

 

地方交付税は、普通交付税が、総務省が提示している令和４年度地方

財政計画の伸び率等を勘案
かんあん

し増となったことにより、対前年度比３．１％

増の 

４９億４，４００万円。 

 

 国庫支出金については、新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事

業費補助金の皆増
かいぞう

などにより、 
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対前年度比３．３％増の  

１５億２，４３３万９千円。 

 

 市債につきましては、一般廃棄物処理事業債の減などにより 

対前年度比５２．４％減の  

５億３，６４０万円の発行を見込んでおります。 

 

次に歳出予算を目的別に説明いたします。 

３ページをご覧ください。 

 

民生費は障害者自立支援事業費の増などにより、 

対前年度比２．５％増の  ４９億２，９８３万９千円。 

 

衛生費は、西部衛生施設組合負担金の減などにより、 

対前年度比２６．１％減の  １２億８，７４０万９千円。 

 

商工費は、企業立地補助金の皆減
かいげん

などにより、 

対前年度比２９．３%減の  ６，６８６万４千円。 
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土木費は、道路維持補修事業費の減などにより 

対前年度比１０．０％減の  １８億８，０８５万５千円。 

 

消防費は、同報利用情報伝達システム整備事業費の皆増
かいぞう

などにより、 

対前年度比２０．４％増の  

８億６，２０２万円となっております。 

 

次に歳出予算を性質別に説明いたします。 

４ページをご覧ください。 

 

「義務的経費」は、総額６８億７，６９３万２千円、 

対前年度比２．７％の増であります。 

 

主な要因といたしましては、人件費が消防団員の処遇等の見直しの影

響等により対前年度比２．４％の増、公債費が地域総合整備資金貸付事

業債償還金の増などにより対前年度比４．４％増になった事によります。 

 

「消費的経費」は、総額４９億３，２０３万８千円、 

対前年度比１０．７％の減であります。 
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主な要因といたしましては、補助費等が、西部衛生施設組合負担金の

減などにより対前年度比１６．７％減となった事によります。 

 

「投資的経費」は、総額５億８，０３５万６千円、 

対前年度比１．１％の増であります。 

 

主な要因といたしましては、道路新設改良事業費の増、同報利用情報

伝達システム整備事業費の皆増
かいぞう

などによります。 

 

「その他経費」は、総額１５億３，４６７万４千円、 

対前年度比１．４％の増であります。 

 

主な要因といたしましては、後期高齢者医療特別会計繰出金の増など

により、繰出金が増となった事によります。 

 

次に、一般会計の新規・拡充・主要事業について抜粋して説明いたします。 

５ページをご覧ください。 

 

主要事業として、 
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・新型コロナウイルス感染症対策として、ワクチンの追加接種を行う、 

「新型コロナウイルスワクチン接種事業費」 ７，８２５万５千円 

 

新規事業として、 

・無線接続での Web 会議の実施等、より効率的なインターネット環境を

整備するため、無線 LAN アクセスポイントの再構築を行う、 

「新型コロナウイルス感染症対応社会的環境整備事業費」 

１，３７７万９千円 

 

主要事業として、 

・令和 3 年度に実施した基礎調査等を元に、農業振興地域整備計画を策

定する、「農業振興地域整備計画策定事業費」 ６３０万円 

 

拡充事業として、 

・消防団活動に要する報酬・手当の支給、資材の購入等の他、自主防災

組織の設立及び設立後の防災活動を支援するため、補助金交付等を行う、 

「非常備消防活動事業費」 １億５，２６７万２千円 

 

拡充事業として、 
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・災害に強いまちづくりを推進していくため、農林・公共施設災害対策

事業を行うとともに、ため池ハザードマップの作成等を行う、 

「災害対策事業費」 １億８，８５７万２千円 

 

次に、６ページをご覧ください。 

 

新規事業として、 

・国の自治体 DX 推進計画に基づき、行政サービスの利便性向上を図るた

め、マイナポータルと基幹システムのオンライン化を行う、 

「自治体 D X
ディーエックス

推進事業費」 １，０４５万円 

 

拡充事業として、 

小中学校児童・生徒の学力向上及び知・徳・体の調和のとれた更なる成

長を目指し、主体的な学びの基盤づくり事業等を実施する、 

「キラリと光る未来プロジェクト事業費」 ６，３０２万４千円 

 

拡充事業として、 

市の更なる発展のために、ご寄附くださる方を広く募集し、歳入確保の

他、地域特産品等の PR につなげる、 



9 

 

 9 / 22 

 

「ふるさと納税事業費」 ６，１３８万４千円 

 

以上、一般会計の主な事業について説明いたしました。 

 

続きまして、特別会計等の概要について簡単に説明いたします。 

１ページをご覧ください。 

７つの特別会計と２つの企業会計を運営します。 

 

令和４年度の特別会計予算総額は、８４億６，０２０万４千円で、 

対前年度比０．２％の減であります。 

 

企業会計の予算総額は、３８億４，７４３万８千円で、 

対前年度比８．１％の減であります。 

 

特別会計・企業会計のうち主な予算は１９ページに載せておりますが、

そのうち主な事業として災害対策関連事業について、説明いたします。 

 

水道事業会計では、 

・災害等による停電時に対応するため、ポンプ場用に発電機の借上げを

行う、「水道施設災害対策事業費」 ２０万９千円 



10 

 

 10 / 22 

 

下水道事業会計では 

・災害等による停電時に対応するため、中継ポンプ用に発電機の借上げ

を行う、「下水道施設災害対策事業費」 ４１万７千円 

 

以上、令和４年度当初予算案の概要について説明いたしました。 

 

次に、令和３年度３月補正予算（案）の概要について、簡単に説明い

たします。 

 

資料が変わりまして、令和３年度３月補正予算（案）の概要  

資料の１ページをご覧ください。 

 

一般会計補正額は ２億２，７３０万４千円の増、 

補正後の額は１６６億３，２０４万７千円、 

前年同期の補正後との比較は、１５．５％の減であります。 

 

下の合計欄をご覧ください。 

 

一般会計、特別会計等を合わせました今回の補正額は、 
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２億２，１４４万６千円の増、 

補正後の総額は、２９３億９，９９９万３千円、 

前年同期の補正後との比較は、９．０％の減であります。 

 

２ページをご覧ください。 

今回の補正予算のうち、一般会計の主なものは、 

 

・新型コロナウイルス感染症対策として、ワクチンの追加接種を行う、 

「新型コロナウイルスワクチン接種事業費」 １，７９１万円 

 

・減債基金及びその他の特定目的基金に対し、積み増しを行う、 

「基金積立金」 ５億３，４７０万円 

 

その他、各事業費の確定等により所要の額を調整したものであります。 

以上が補正予算（案）の概要説明であります。 

 

次に新型コロナウイルスワクチン接種事業と、令和４年度当初予算（案）

及び令和３年度３月補正予算（案）の主な事業の詳細と、上程する条例（案）

について説明いたします。 
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定例記者会見配付資料の１ページをご覧ください。 

新型コロナウイルスワクチン接種事業について、であります。 

 

 浅口市では初回接種から 8 か月の間隔で追加接種を行うよう準備を進

めていたところですが、オミクロン株の感染拡大を受け、接種間隔を前

倒しすることとなりました。 

 

 接種の前倒しにより、3 月末までにワクチン接種を受ける人数が当初の

想定より増加します、追加接種に係る費用のうち今年度中に支払いが発

生する部分について補正対応いたします。 

 

 次に、浅口市における新型コロナワクチン接種事業の現状を報告いた

します。 

 

 ２月１４日現在２回目の接種を終えている方は対象者の８６．８％、3

回目の接種を終えた方は対象者の２０．５％となっています。 

  

 今後の接種券の送付については、令和３年８月１日～８月１５日に２

回目接種を終えた方に対しては２月下旬以降に、令和３年８月１６日～
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８月３１日に２回目接種を終えた方には３月上旬以降に接種券を発送い

たします。接種の予約は、コールセンターまたは各医療機関窓口等で行

っていただきます。 

 

 接種の予約に関しましては、コールセンターに、お電話が集中してつ

ながりにくい時間帯もありますが、大きな混乱はなく、ご相談いただけ

る状況となっています。 

 

 浅口市では追加接種を推進するため、昭和３３年４月１日以前に生ま

れた方を対象に、接種会場からご自宅へ帰宅する際のタクシー運賃の助

成を行っています。 

 利用を希望される方は、医療機関や集団接種会場でワクチンの追加接

種を受けた後、接種済証を運転手に提示していただきます。 

 期間は９月３０日までで、お一人 1 回、上限３,０００円の助成を受け

ることができます。なお、この制度が適用されるのは、浅口市が提携し

ているタクシー会社のみですのでご注意いただきたいと思います。 

 

 次に、５歳から１１歳の方への接種についてであります。対象者数は

約１,７００人で、市内の接種医療機関は５つの予定ですが、岡山県は県
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内相互乗り入れを行っていますので、岡山県内の接種医療機関であれば

市外の医療機関であっても接種を受けることができます。接種開始時期

や接種券の発送については、現在県下の自治体で検討中であります。 

 

 また、追加接種を希望される妊婦及びそのパートナーの方への前倒し

接種も実施しています。２回目接種後６か月が経過した方へ接種券を発

送しており、パートナーについては妊婦からの申し出により、前倒し接

種を実施しています。 

 

 新型コロナウイルスは変異を繰り返していますが、ワクチン接種を受

けていれば感染しても重症化するリスクは低くなるといわれています。 

 

市といたしましては、できるだけ多くの方にワクチン接種を受けてい

ただけるよう、情報提供を続けてまいります。 

 

２ページをご覧ください。 

インターネット系無線アクセスポイント整備事業について、であります。 

 

庁内インターネット環境強化のため、会議室や研修室等へ無線アクセ
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スポイントの増設等を計画しております。 

市で開催する研修会や講演会について、新型コロナウイルスの感染状

況により、入場制限が必要となる場合や、来場が困難な場合でも、リモ

ートで行うことによって、より多くの市民の参加が可能となります。 

 

また、職員向けの研修会や会議なども多くがオンラインでの開催とな

っているため、利用が見込まれる会議室等に無線アクセスポイントを増

設し、様々なデジタル化への対応を行ってまいります。 

 

３ページをご覧ください。 

映画「とんび」ロケ地ＰＲ事業について、であります。 

 

岡山県出身である重 松 清
しげまつきよし

さんのベストセラー小説で、父子家庭での

不器用ながら、大きな親子愛を描く感涙
かんるい

の名作「とんび」が初映画化さ

れることとなり、浅口市からは金光町大谷地区と寄島町青
おお

佐
さ

鼻
ばな

海岸
かいがん

の 2

か所がロケ地に選ばれました。 

 

特に、大谷地区は、主人公が暮らす昭和３０年代の町並みとして、

門前町
もんぜんまち

付近一帯に大掛かりなセットが組まれました。映画を通して浅口
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市を全国に発信できる絶好の機会であり、現在、４月８日（金）の映画

公開に向けて、市、県、大谷地区で話し合いを重ね、準備を進めており

ます。 

 

映画に登場した、まちなみの再現、映画ロケ風景画像や撮影に使用し

た物品の展示など、ロケ地を活用し、浅口市全体の認知度・魅力度アッ

プを図り、地域の賑わい創出につなげてまいります。 

 

５ページをご覧ください。 

小規模企業対策資金保証融資制度の改正について、であります。 

 

長引くコロナ禍により、市内の産業は大きな打撃を受け、多くの事業

者の皆様が厳しい状況にあります。 

 

そうした事業者の皆様の頑張りを後押しするため、現在設けておりま

す小規模企業対策資金保証融資制度につきまして、新年度より、業種指

定を撤廃し、限度額を５００万円から１，０００万円に、期間を５年か

ら１０年に拡大してまいります。 
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大変厳しい状況ではありますが、時代の変化に対応し、果敢にチャレ

ンジする事業者の皆様を、これからもしっかりと支援してまいります。 

 

６ページをご覧ください。 

子育て短期支援事業について、であります。 

 

保護者が出産・病気・災害・冠婚葬祭等により、家庭において養育す

ることが一時的に困難になった児童を児童養護施設等で預かる「子育て

短期支援事業」を４月１日から開始します。 

 

 倉敷市玉島長尾の玉島学園、笠岡市走出
はしりで

の悲
ひ

眼院
げんいん

、岡山市北区の旭川

乳児院の３つの施設に委託を予定しており、育児不安や育児疲れなど、

保護者の身体的・精神的負担の軽減につながることを期待しています。 

 

７ページをご覧ください。 

障害者自立支援協議会事業について、であります。 

 

障害者の自立に向け、本人や保護者、福祉施設、医療や介護などの関
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係機関や関係者が、障害者等を支援するための協議や課題解決に向けた

取組みを推進するための協議会を、令和４年４月に設立いたします。 

 

この協議会の設立により、地域における障害者等への支援に関する課

題について情報を共有し、関係機関との連携や、地域の実情に応じた支

援につながることを期待しております。 

 

９ページをご覧ください。 

小中学校トイレ手洗い場蛇口交換について、であります。 

 

市立小中学校のトイレの手洗い場の蛇口は、現在、大部分がハンドル

式です。 

 

 児童生徒の新型コロナウイルス等感染症対策のため、ハンドル式の蛇

口を、手の甲や肘で操作できるレバー式へ交換してまいります。 

 

１０ページをご覧ください。 

浅口市寄島町出身の住吉 満
みつる

氏からの寄附に基づく、市
し

指定
してい

名 勝
めいしょう

 三郎

島景観復元事業について、であります。 
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今年度までに、大学研究者による地質調査と植 物
しょくぶつ

相
そう

調査
ちょうさ

、ドローン

を使用した地形測量調査等を行い、生長を阻害する植物と、不要土壌の

存在が明らかになりました。 

  

令和４年度は、阻害植物の根絶と不要土壌の撤去を実施する計画であ

ります。 

 

今後は、植栽するための課題を着実に解決し、できるだけ早い時期で

のクロマツ植樹を目指し、景観復元に努めてまいります。 

 

１１ページをご覧ください。 

教室学習机天板拡張用品購入について、であります。 

 

 ＧＩＧＡスクール構想の推進により、市立全小中学校に一人一台タブ

レット端末を整備し、授業での活用が着実に進んでいます。 

 

現在教室で使用している学習机に端末、教科書、ノートなどを置くと

非常に手狭になるため、机の天板に後付けし拡張する用品を購入し、学

習机のスペースを確保します。 



20 

 

 20 / 22 

 

 

学習時における端末の落下による破損を防ぎ、児童の落下に対する心

配を低減させ、安心して授業を受けることにつなげてまいります。 

 

１２ページをご覧ください。 

浅口市消防基金条例について、であります。 

 

 消防施設等の適切な整備充実と消防体制の強化を図ることを目的とし

た基金を設置するため、新たに条例を制定いたします。 

 

次に、主な事業の進捗状況などについて説明いたします。 

 

１３ページをご覧ください。 

 

優良公民館表彰受賞について、であります。 

 

令和４年２月４日に文部科学省で行われた第７４回優良公民館表彰式

において、浅口市中央公民館が優良公民館表彰を受賞しました。 

 

この度は、「みんなが集う場所」としての公民館活動が認められたもの

であり、大変喜ばしく思っております。 
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公民館の運営にご尽力いただきました関係者の皆様に感謝するととも

に、これからも、多くの方が集い、学べる場所になるよう運営してまい

ります。 

 

１４ページをご覧ください。 

第２次浅口市総合計画後期基本計画策定の進捗状況について、であり

ます。 

 

昨年８月、１１月、本年２月の計３回、審議会を開催いたしました。

本年２月の審議会には、市民の皆様をはじめ、審議会、市議会のご意見

を踏まえた最終素案を提示し、最終のご審議をいただき、２月９日に同

審議会より答申をいただきました。 

 

来週から行われる３月定例会に後期基本計画を上程し、ご議決をいた

だいた後、４月からは新たな総合計画の下、市政を推進してまいります。 

 

１５ページをご覧ください。 

障害者日常生活用具給付事業の拡充について、であります。 
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令和４年３月から、対象種目に「視覚障害者用音声式血圧計」及び「視

覚障害者用音声式はかり」を追加いたします。 

 

視覚障害者の健康管理や料理など、より円滑な日常生活につながるこ

とを期待しております。 

 

私からは以上です。 


