
令和４年度当初予算のポイント

令和４年２月
広島県 呉市

－ 幸せな呉市のために －
～イキイキと働き，豊かに安心して暮らし，ワクワク生きる～



幸せな呉市のために 令和４年度予算

１

○ 令和４年度予算においては，第５次呉市長期総合計画に掲げる将来都市像の実現に向け，幸せな呉市のための施策
を引き続き積極的に実施。また，効率的な市政運営に向けて，行財政改革等を更に推進。

予算編成方針

（注）計数は，それぞれ四捨五入によっているので，端数において合計と一致しないものがある。

総務費
8,605 
(8.5%)

民生費
38,506 
(38.2%)

衛生費
7,883 
(7.8%)

商工費
5,761 
(5.7%)

土木費
9,620 
(9.5%)

消防費
3,535 
(3.5%)

教育費
9,113 
(9.0%)

公債費
12,006 
(11.9%)

その他
5,773 
(5.7%)

市税
29,229 
(29.0%)

地方譲与税・交付金
6,735 
(6.7%)

地方交付税
23,000 
(22.8%)

国庫支出金
16,832 
(16.7%)

県支出金
6,657 
(6.6%)

諸収入
5,119 
(5.1%)

市債
8,241 
(8.2%)

その他
4,990 
(5.0%)

（単位：百万円）

一般会計

歳出総額

100,803

一般会計

歳入総額

100,803

【その他】
農林水産業費 2,130 (2.1%)
諸支出金 1,875 (1.9%)
労働費 582 (0.6%)
議会費 569 (0.6%)
災害復旧費 517 (0.5%)
予備費 100 (0.1%）

【その他】
使用料及び手数料 2,250 (2.2%)
財産収入 1,181 (1.2%)
繰入金 651 (0.6%)
寄附金 435 (0.4%)
分担金及び負担金 380 (0.4%)
繰越金 93 (0.1%)

令和４年度一般会計（対前年度比＋35億円（＋3.6％）（詳細はＰ６））



幸せな呉市のために 令和４年度予算

（注１）将来都市像①～⑤は，厳密に整理できるものではなく各テーマと重複している施策もある。

（注２）分野及びページは，「広島県呉市主要施策及び行財政改革の取組 令和４年２月」に掲載している事業の該当ページである。

（注３）金額には再掲分を含む。

・呉駅周辺地域総合開発の推進（分野６ Ｐ17：23百万円）

・次世代モビリティの導入に向けた取組の推進

（分野６ Ｐ18：20百万円）

・「呉市版データプラットフォーム」の構築（分野８ Ｐ23：14百万円）

・スマートチャレンジくれの実施（分野８ Ｐ23：30百万円）

２

・リノベーションまちづくりの推進（分野５ Ｐ14：20百万円）

・起業家支援プロジェクト（分野５ Ｐ14：５百万円）

・女性の創業支援事業（分野５ Ｐ14：１百万円）

・新事業・新製品開発，後継者育成等支援事業

（分野５ Ｐ14：97百万円）

・中小企業等事業再構築促進事業の追加支援（分野５ Ｐ14：150百万円）

・雇用マッチング事業（分野５ Ｐ15：２百万円）

・企業誘致の推進（分野５ Ｐ15：３百万円）

・呉市企業立地条例に基づく助成（分野５ Ｐ15：1,148百万円）

・新たな観光推進体制の構築（分野５ Ｐ15：17百万円）

・大和ミュージアムの魅力向上（分野５ Ｐ15：54百万円）

・野呂山観光施設の利活用（分野５ Ｐ15：１百万円）

・行政手続のオンライン化，業務システムの標準化

（分野８ Ｐ23：51百万円）

・復興応援呉ご当地キャラ祭の開催（分野３ Ｐ11：３百万円）

・ＪＲ安芸川尻駅バリアフリー化（分野６ Ｐ18：54百万円）

①質の高い生活が実現されるスマートシティ「くれ」

②新たなチャレンジでビジネスチャンスを生み育てる「くれ」



幸せな呉市のために 令和４年度予算

３

・新型コロナワクチン接種（分野２ Ｐ５：948百万円）
などコロナ対策（分野２：14億円）

・災害の教訓の伝承（分野３ Ｐ10：34百万円）

・河川災害の事前防災・再度災害防止対策（分野６ Ｐ20：619百万円）

・浸水対策（雨水整備（免田川ほか））の推進
（分野６ Ｐ21：170百万円 総事業費（免田川整備）：12.8億円）

・中央公園の防災整備（分野６ Ｐ20：70百万円 総事業費：6.0億円）

・住宅・建築物耐震改修促進事業（分野６ Ｐ17：120百万円）

・道路・公園照明のＬＥＤ化（分野７ Ｐ22：740百万円）

・クリーンセンターくれの施設更新
（分野７ Ｐ22：19百万円 総事業費：302.7億円）

・し尿等前処理施設の建設
（分野７ Ｐ22：267百万円 総事業費：26.8億円）

・環境基本計画・地球温暖化対策実行計画の策定
（分野７ Ｐ22：23百万円）

・呉市制120周年記念事業の実施（分野３ Ｐ11：８百万円）

⑤ＳＤＧｓを通して豊かな未来を創る「くれ」

・ＧＩＧＡスクールの運用（分野１ Ｐ４：113百万円）

・学校のトイレの洋式化・空調設置
（分野１ Ｐ４：244百万円 総事業費：30.2億円）

・学校の耐震化（分野１ Ｐ４：1,620百万円 総事業費：34億円～）

・（仮称）天応義務教育学校（小中一貫教育校）の整備
（分野１ Ｐ４：894百万円 総事業費：17.4億円）

・笑顔を生み出す学校給食の実現（分野１ Ｐ４：516百万円）

など学校教育の充実（分野１ Ｐ４：3,698百万円）

③都会にはない心地よい暮らしが人々を惹きつける「くれ」

・複雑・複合化した福祉課題に対応する包括的な支援体制の構築
（分野２ Ｐ５：614百万円）

・在宅医療・介護連携の推進（分野２ Ｐ６：12百万円）
など福祉保健分野（分野２ Ｐ５～７：5,823百万円）

・保育人材の確保（分野１ Ｐ３：133百万円）

など妊娠・出産・子育ての充実（分野１ Ｐ３：1,130百万円）

・スマート農業の推進（分野５ Ｐ16：３百万円）

など農水産業の振興（分野５ Ｐ16：394百万円）

④災害に屈しない強靱なまち「くれ」

・「せとうち くれ ワーケーション」誘致事業
（分野５ Ｐ15：８百万円）

・アーバンスポーツ施設の整備（分野４ Ｐ12：10百万円）

・呉・瀬戸内スポーツブランディング推進事業
（分野４ Ｐ12：10百万円）

・地域おこし協力隊員の受入（分野３ Ｐ８：54百万円）

・地域パートナーシップ支援事業（分野３ Ｐ８：５百万円）



・「呉市版データプラットフォーム」の構築（分野８ Ｐ23：14百万円）

・行政手続のオンライン化，業務システムの標準化
（分野８ Ｐ23：51百万円）

・校務支援システム等の更新（分野１ Ｐ４：101百万円）

・スマートチャレンジくれの実施（分野８ Ｐ23：30百万円）

・次世代モビリティの導入に向けた取組の推進
（分野６ Ｐ18：20百万円）

・ＧＩＧＡスクールの運用（分野１ Ｐ４：113百万円）

・医療・介護資源情報のデータベース化
（分野２ Ｐ６：12百万円のうち４百万円）

・電子図書館サービスの提供（分野４ Ｐ13：12百万円）

・美術館等のデジタルアーカイブ化（分野４ Ｐ12：１百万円）

・移住ポータルサイトの開設（分野６ Ｐ17：27百万円のうち６百万円）

・庁内ネットワーク環境の機能向上（分野８ Ｐ23：31百万円）

・市民センターとの庁内ネットワークの二重化（分野３ Ｐ10：17百万円）

など 計５億円

令和４年度予算

（注）計数は，精査の結果，変更する場合がある。

１．新型コロナウイルス感染症対策（14億円）

・新型コロナウイルス感染症ワクチン接種（分野２ Ｐ５：948百万円）

・地域外来・検査センターの設置（分野２ Ｐ５：８百万円）

・民生委員児童委員活動の推進（分野２ Ｐ５：８百万円）

・新型コロナウイルス感染症患者等への対応（分野２：101百万円）
（コールセンターの設置等，感染者移送業務，入院医療費負担）

・ＰＣＲ検査に係る費用（分野２：60百万円）
（民間への検査委託，保険適用ＰＣＲ検査費負担，検査試薬購入等）

・生活等が不安定になっている方への対応（分野２：30百万円）
（自立相談支援員増員，住居確保給付金，生活困窮支援金）

など

４

○喫緊の課題への対応

２．大規模事業所の再編等への対応（36億円）

・中小企業等事業再構築促進事業の追加支援
（分野５ Ｐ14：150百万円）

・雇用マッチング事業（分野５ Ｐ15：２百万円）

・新事業・新製品開発，後継者育成等支援事業
（分野５ Ｐ14：97百万円） など

３．復旧・復興に向けた取組（96億円）
・災害の教訓と伝承（分野３ Ｐ10：34百万円）

・河川災害の事前防災・再度災害防止対策
（分野６ Ｐ20：619百万円）

・学校のトイレの洋式化・空調設置（分野１ Ｐ４：244百万円）
・（仮称）天応義務教育学校の整備（分野１ Ｐ４：894百万円）など

○デジタル化の推進

・行政手続のオンライン化，業務システムの標準化（Ｐ27）

・（仮称）第４次呉市行政改革実施計画の策定（Ｐ30）

・（仮称）第３次呉市職員体制再構築計画の策定（Ｐ30）

・公共施設等総合管理計画に基づく量と質の適正化（Ｐ31）

・内部統制制度に基づく事務の執行（Ｐ31）

・働き方改革の推進（Ｐ32） など

※「喫緊の課題への対応」及び「デジタル化の推進」は，将来都市像（Ｐ２，３）を組み替えて整理したもの。

○「行財政改革等」の更なる推進



【款別】 （単位：百万円）

令和４年度予算
（案）

令和３年度予算
（当初）

増▲減額 伸 率 主 な 増 減 理 由

1 市税 29,229 28,743 487 1.7% 個人市民税＋607，法人市民税＋369，固定資産税▲502

2 地方譲与税・交付金 6,735 6,787 ▲52 ▲0.8% 地方消費税交付金▲131

3 地方交付税 23,000 18,690 4,310 23.1% 普通交付税＋4,300

4 分担金及び負担金 380 836 ▲456 ▲54.6% 農林水産施設災害復旧▲353

5 使用料及び手数料 2,250 2,260 ▲10 ▲0.4% 有線放送施設使用料▲12

6 国庫支出金 16,832 14,862 1,969 13.2% 新型コロナワクチン接種＋948，社会福祉施設等整備＋447

7 県支出金 6,657 7,917 ▲1,260 ▲15.9% 農林水産施設災害復旧▲1,407

8 財産収入 1,181 437 744 170.4% 財産売払収入＋740

9 寄附金 435 563 ▲128 ▲22.7% ふるさと納税寄附▲130

10 繰入金 651 890 ▲239 ▲26.8% 財政調整基金▲370

11 繰越金 93 108 ▲15 ▲13.9% 純繰越金▲15

12 諸収入 5,119 5,028 91 1.8% 資源物売払収入＋89

13 市債 8,241 10,226 ▲1,985 ▲19.4% 臨時財政対策債▲4,000，道路・公園照明施設改良＋667

100,803 97,346 3,457 3.6%合 計

区 分

５

令和４年度 一般会計歳入の内訳

（注）計数は，それぞれ四捨五入によっているので，端数において合計と一致しないものがある。



【目的別】 （単位：百万円）

令和４年度予算
（案）

令和３年度予算
（当初）

増▲減額 伸 率 主 な 増 減 理 由

1 議会費 569 574 ▲6 ▲1.0% 議員報酬等▲9

2 総務費 8,605 8,632 ▲27 ▲0.3% 県知事・市長選挙執行▲100

3 民生費 38,506 36,781 1,726 4.7% 社会福祉施設等整備助成＋718,心身障害者介護訓練等給付＋505

4 衛生費 7,883 6,545 1,338 20.4% 新型コロナワクチン接種＋948

5 労働費 582 570 12 2.1% きんろうプラザ整備＋8

6 農林水産業費 2,130 1,984 146 7.4% 農業用水路改良＋100

7 商工費 5,761 5,054 708 14.0% 企業立地条例助成＋627

8 土木費 9,620 8,171 1,449 17.7% 道路・公園照明施設改良＋740，河川改良＋463

9 消防費 3,535 3,673 ▲138 ▲3.7% 消防車両整備▲107

10 教育費 9,113 8,011 1,103 13.8% （仮称）天応義務教育学校整備＋402，学校耐震化・空調等整備＋434

11 災害復旧費 517 2,948 ▲2,431 ▲82.5% 農林水産施設▲1,989，土木施設▲442

12 公債費 12,006 12,482 ▲477 ▲3.8% 市債元金▲385

13 諸支出金 1,875 1,819 55 3.0% 下水道事業負担金等 ＋35

14 予備費 100 100 0 0.0%

100,803 97,346 3,457 3.6%合 計

区 分

６

令和４年度 一般会計歳出の内訳

（注）計数は，それぞれ四捨五入によっているので，端数において合計と一致しないものがある。



【特別会計】 （単位：百万円）

区 分
令和４年度予算

（案）
令和３年度

（当初予算）
増▲減額 伸 率 主 な 増 減 理 由

国民健康保険事業
（事業勘定）

21,812 21,703 109 0.5% 保険給付費＋144

後期高齢者医療事業 4,114 3,992 122 3.0% 広域連合納付金＋125

介護保険事業
（保険勘定）

22,968 22,971 ▲3 ▲0.0% 保険給付費＋236，地域支援事業▲337

集落排水事業 588 402 186 46.1% 田原地区漁業集落排水施設建設＋156

港湾整備事業 622 689 ▲67 ▲9.7% 市債元金▲54

臨海土地造成事業 1,008 3,288 ▲2,281 ▲69.4% 市債元金▲2,277

その他10特別会計 612 763 ▲151 ▲19.8%
母子父子寡婦福祉資金貸付：貸付金▲61
介護保険（サービス勘定）：さざなみ苑整備▲41

合 計 51,723 53,808 ▲2,085 ▲3.9%

【公営企業会計】 （単位：百万円）

区 分
令和４年度予算

（案）
令和３年度

（当初予算）
増▲減額 伸 率 主 な 増 減 理 由

病院事業 850 840 9 1.1% 給与費＋14

水道事業 10,375 10,096 278 2.8% 建設改良費＋304

工業用水道事業 675 788 ▲113 ▲14.4% 維持管理費▲86

下水道事業 13,053 13,390 ▲337 ▲2.5% 建設改良費▲307

合 計 24,953 25,116 ▲163 ▲0.6%

７

令和４年度 特別会計・公営企業会計の概要

（注）計数は，それぞれ四捨五入によっているので，端数において合計と一致しないものがある。


