
問い合わせ／政策課（内線2114）

一般会計は、過去最大の予算規模となる

808億3千万円となりました。

また、特別会計と企業会計を含めた予算総額は

1,577億5,362万4千円
で、前年度と比べ5.0パーセントの増となりました。

　当初予算の詳細は、市役所別館1階市政情報室、庄和総合支所2階市政情報室、中央図書館、
武里図書館、庄和図書館、市WEBWEBWEBWEBで閲覧できます。 〈一般会計予算額：80,830,000千円〉

会計別予算 （単位:千円）

会　計　名
予算総額

4年度 3年度 増減額 増減率（%）

《一般会計》 80,830,000 76,550,000 4,280,000 5.6

《特別会計》 48,641,076 46,205,229 2,435,847 5.3

国民健康保険 23,050,325 22,865,813 184,512 0.8

後期高齢者医療 3,791,192 3,344,789 446,403 13.3

介護保険 20,743,633 19,468,124 1,275,509 6.6

西金野井第二土地区画整理事業 899,009 369,874 529,135 143.1

看護専門学校 156,917 156,629 288 0.2

《公営企業会計》 28,282,548 27,532,838 749,710 2.7

病院事業 13,071,624 12,726,785 344,839 2.7

水道事業 6,832,401 6,432,412 399,989 6.2

下水道事業 8,378,523 8,373,641 4,882 0.1

総計 157,753,624 150,288,067 7,465,557 5.0

※計数は、それぞれ四捨五入をしているため、合計において一致しないものがあります

その他の主な取り組み
●  出産後間もない時期の産婦に対する健康診査費用の助成を開始
● 3歳5か月児健康診査の視力検査に、精度の高い屈折検査を新たに
導入

● 葛飾中学校校舎の長寿命化を進める基本計画などを策定
● 子どもの貧困対策を推進するための計画策定

　ウィズ・コロナ時代に対応し
た教育や子どもたち一人一人に
応じた学びをより一層充実させ
るため、市内小・中・義務教育
学校の児童・生徒が使用する学
習者用端末へ「AI型ドリルソフ
ト」を導入・活用するなどして
学力向上を目指します。

その他の主な取り組み
●  日本一の大凧の里、宝珠花の文化の里として旧宝珠花小学校跡地を活
用するため、改修工事に向けた法令手続を実施

● 商店街の発展とまちのにぎわいを創出するため、商店街が実施するア
イデアにあふれた事業を支援

　市内農家の収益力の強化と農
地の有効活用を目的とした新た
な取り組みとして、米農家をは
じめ農協や商工団体などの協力
のもと、米粉活用のための実証
実験を行います。

その他の主な取り組み
●  令和5年度から始まる第2次春日部市総合振興計画の後期基本計画を
策定し、まちの将来像の実現に向けた施策を推進

● 感染症の予防と利便性向上のため、住民票の写しや税関係証明書の窓
口交付における手数料の支払いに、キャッシュレス決済を導入

　デジタル化の推進方針を定
め、子育て・介護関係をはじ
めとした行政手続きのオンラ
イン化で市民サービスの向上
を図ります。
　また、令和6年1月の移転
に向け、新本庁舎の建設工事
を着実に進めます。

　春日部市総合体育施設整備基
本計画に基づいた施設整備に向
け、計画用地の取得に努めます。
　また、芝のサッカー場の早期
完成を目指します。

　加齢に伴う自身の運動機能の
低下などの変化に「気づき」を促
すため、東京大学高齢社会総合
研究機構との連携により「東大
式フレイルチェック」について、
武里団地をモデル地区として実
施します。

その他の主な取り組み
●武里分署の移転に向けて、新築工事に着手
●豊野分署の耐震補強のため実施設計
● 子どもたちをはじめ、市民の皆さんの安全確保のために、小学校区の
通学路に計13台の街頭防犯カメラを増設

　災害が起こってしまった場
合、スムーズな避難所の運営が
できるよう、地域や自主防災組
織・防災士の皆さんと連携した
実践的な避難所開設訓練を実施
します。

　春日部駅付近連続立体交差事業
では、仮設のホームや線路の設置
など鉄道工事が本格化します。こ
れに併せて、東西駅前広場の再整
備に向けた検討に着手するなど、
埼玉県、東武鉄道株式会社と連携
して事業を進めます。
　さらに、高齢者や障がい者の皆
さんが安心して外出できるよう、
特に駅周辺のバリアフリー化を進
めます。

その他の主な取り組み
●  庄和北部地域で、タクシー車両を活用した新たな交通手段の実証実験
「春バスプラスワン実証実験」を実施
● 路線バスと春バスの相互乗り継ぎにおける運賃割引制度を試験導入
● 浸水・冠水被害軽減のため、安之堀川や会之堀川第一幹線の整備工事
を推進

　まちづくりの指針である第2次春日部市総合振興計画の
まちの将来像
「つながる　にぎわう　すまいるシティ　春日部」
の実現に向け、本市が直面している課題に真

し ん し

摯に向き合い、未来の春
日部で生活する世代のために全力で取り組みます。

　令和4年度の当初予算は、総合振興計画における三つの重点プロ
ジェクト「子育て・健康長寿」「まちの拠点整備・経済発展」「安心・安
全・持続可能なまち」に掲げた事業を中心とした予算編成に取り組み
ました。

　総合振興計画に掲げた七つの基本目標に沿った、
本年度の主な取り組みをお知らせします。 施政方針全文▶ 

令和4年度当初予算 問い合わせ／財政課（内線2224） 当初予算の詳細▶ 

歳入

歳出

市税
28,336,737 
35.1%

国庫支出金
14,631,696 
18.1%

地方交付税
9,200,000 
11.4%

市債
7,755,600 
9.6%

繰入金
6,049,225 
7.5%

県支出金
5,874,674 
7.3%

諸収入
1,469,992 
1.8%

地方消費税交付金
4,700,000 
5.8%

その他
2,812,076
3.4%

民生費
36,099,488 
44.7%

総務費
11,251,013 
13.9%

公債費
8,400,779 
10.4%

衛生費
7,393,926 
9.1%

土木費
7,218,191 
8.9%

教育費
6,510,618 
8.1%

その他
1,652,141
2.0%

消防費
2,303,844 
2.9%

（単位：千円）

（単位：千円）

令和4年度の
魅力とにぎわいのある中心市街地の創出 戦略的･計画的な行政運営の推進

スポーツ・レクリエーション活動の推進

魅力ある農産物の生産と消費拡大

介護を受けないための予防の推進

地域の防災力の確立

「生きる力」をはぐくむ学校づくりの推進施政方針をお知らせ

その他の主な取り組み
●  長寿祝金の贈呈時期を誕生月翌月に改め、速やかに贈呈
● 健康マイレージ参加者の健診データや歩数のデータなどから心身の状
況変化を調査分析し、健康施策に向けて検証

● 市立医療センターでは、新型コロナウイルス感染症の患者受け入れ態
勢を継続しながら、小児医療・周産期医療・救急医療などの地域で不
足する専門医療も充実

その他の主な取り組み
●  男女があらゆる分野で対等な立場で活動できる社会の実現に向け、「第
3次春日部市男女共同参画基本計画」を策定

● 市民文化会館を安全かつ快適に利用できるよう、天井やトイレなどの
改修に向けた実施設計

子どもが幸せに育ち、
生きる力をはぐくむまち

基本目標１ 

子育て・教育分野

市民が主役となって活躍し、
生きがいを持てるまち

基本目標３

市民参加・文化・スポーツ分野
いつまでも健康で
いきいきと暮らせるまち

基本目標2

福祉・保健・医療分野

地域の資源を活かした
魅力あふれるまち

基本目標５

観光・産業・経済分野
恵まれた自然の中で
安心安全に暮らせるまち

基本目標４

環境・防災・生活分野

人々が集い、
にぎわいのある快適なまち

基本目標６

都市基盤分野
市民の期待に応え、
信頼される行政を推進するまち

基本目標７

行財政分野
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問い合わせ／収納管理課（内線2391～2396）防災行政無線 放送内容の確認は、フリーダイヤル（0120-899-300）（直近の内容のみ）。問い合わせ／防災対策課（内線2344）
安心安全情報メール「かすかべ」では放送内容の一部をメール配信。バックナンバーは市WEBWEBWEBWEBで確認できます。安心安全情報メール「かすかべ」防犯、子育て、行政、気象情報などをメールで配信しています。

登録方法など、詳しくは市WEBWEBWEBWEBで。
問い合わせ／
シティセールス広報課（内線2177）

●令和4年度施政方針 ●令和4年度施政方針　●令和4年度当初予算


