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令和 4 年度予算概要

［歳入］

「持続可能性の向上」など3つの重点テーマを柱に編成

市議会2月定例会で令和4年度の予算が原案どおりに可決されまし
た。予算は、第四次総合振興計画を踏まえ、市の将来像「快適都市
〜地域の豊かさの創出〜」の実現をめざし3つの重点テーマ、「持
続可能性の向上」、「ブランド力の向上」、「コミュニティ力の向
上」に基づき編成しました。
一般会計予算の総額は893億7900万円（前年度比0.5％増）、一般
会計、特別会計、企業会計を合わせた総額は1666億8811万円（同
1.1％増）になりました。 財政課☎922-07615922-1547

予算区分

（1万円未満調整）

令和4年度（円） 令和3年度（円）

増減率
（%）

一般会計

893億7900万

889億5800万

0.5

特別会計

447億2043万

436億7482万

2.4

新田西部土地区画整理事業

8419万

1億 372万 ‒ 18.8

駐車場事業

3899万

5965万 ‒ 34.6

〒340-8550
☎048-922-0151
（代）
草加市高砂1-1-1 5048-922-3091

17億5670万

12億2106万

検索

草加

ホームページ

市債

43.9

令和4年度
主要事業

折り込んである「健康カレンダー」は、抜いて読んでください。

で無料配信中

配布に関する問い合わせは（土・日曜日、祝日を除く）
松原1・２丁目

松原団地見守りネットワーク・・・ ☎048-933-9500
その他の地域

シルバー人材センター・・・・・・・・・☎048-928-9211

国庫支出金

167億2789万円
18.7％（1.3％）

［歳出］消防費

市税

78億7150万円
8.8％（ 35.2％）

369億8945万円
41.4％（ 7.1％）

26億9795万円
3.0％（ 1.6％）

教育費

59億9699万円
6.7％（ 4.4％）

商工費

9億5568万円
1.1％（ 125.6％）

議会費ほか
6億2554万円
0.7％（ 4.4％）

公債費
県支出金

55億2583万円
6.2％（1.8％）

65億2207万円
7.3％（6.8％）

依存財源：
45.5％

地方消費税
交付金

歳入
自主財源：
54.5％

地方交付税

35億円
3.9％（21.5％）

その他（依存財源）
17億700万円
2.0％（5.3％）

衛生費

70億5731万円
7.9％（ 4.7％）

歳出

土木費

53億円
5.9％（2.3％）

106億8387万円
12.0％（ 11.9％）

諸収入

9億8743万円
1.1％（1.7％）

その他（自主財源）
107億6990万円
12.0％（11.5％）

○ゼロカーボンシティの推進
【環境課】50万円
講演会等の啓発事業を行います。
国民健康保険
220億4411万 222億1498万
‒ 0.8
○鉄道駅ホームドア設置促進
介護保険
175億2387万 170億8608万
2.6
【交通対策課】1億2567万円
後期高齢者医療
32億7257万
29億8933万
9.5
東武鉄道株式会社が整備する市内4駅
企業会計
325億8868万 321億7927万
1.3
のホームドア設置に対し補助金を交付
水道事業
73億5804万
69億4402万
6.0
します。
病院事業
149億5311万 147億2525万
1.5
○新型コロナウイルスワクチンの接種
【新型コロナウイルス対策課】
公共下水道事業
102億7753万 105億1000万
‒ 2.2
10億743万円
1666億8811万 1648億1209万
1.1
総計
ワクチン接種に必要な体制を確保し、
円滑な接種を実施します。
一般会計
企業会計
○第二次産業強靱化戦略（令和4年度
一般会計は、子どもや高年者、障が
企業会計は、事業に必要な資金をそ
経済対策）
い者などへの福祉サービスや、公園・ の収入で賄う独立採算制の会計で、水 【産業振興課】5億4354万円
道路の整備、公民館、図書館の運営な 道・病院・公共下水道事業会計があり
消費喚起による経済の下支えととも
ど皆さんの暮らしに関わる会計です。 ます。
に市内企業の事業革新等を支援します。
歳入予算
予算総額
○温水プール建替工事
・市税などの自主財源が全体の54.5％ 325億8868万円（前年度比1.3％増）
【スポーツ振興課】1億8680万円
を占め、国・県支出金や市債などの依
プール及び屋内運動ができる複合施
存財源が45.5％
設への建て替え工事を行います。
歳出予算
○記念体育館エアコンの設計
【 】
は担当所管名、金額は予算額
・民生費は409億6687万円で全体の
【スポーツ振興課】1201万円
45.8％を占め、松原児童青少年交流セ
記念体育館の競技場にエアコンを設
1 持続可能性の向上
ンター建設工事費等で増額（前年度比
置するための設計を行います。
0.4％増）
○新庁舎建設工事、工事監理、備品購 ○市北東部スポーツ推進地区整備
・商工費は9億5568万円で、新型コロ
入等【庁舎建設室】41億4133万円 【スポーツ振興課】1574万円
ナウイルス感染症に係る緊急経済対策
令和4年度中の完成に向けて、新庁
スポーツ推進地区の実現に向け、ス
舎の建設工事等を行います。
事業等で増額（前年度比125.6％増）
ポーツ環境の整備を進めます。
○エアコン等設置（小・中学校）
○子宮頸がん予防ワクチン接種
特別会計
【学校施設課】11億30万円
【健康づくり課】1億79万円
特別会計は、国民健康保険や介護保
災害時避難所となる小・中学校の屋
積極的接種勧奨を行います。
険など特定の事業を行うための会計で、 内運動場にエアコン等を設置します。 ○児童発達支援センターあおば学園施
全体で6会計あります。
○自治体DXの推進（業務システム標
設整備
予算総額
準化）【情報推進課】1200万円
【子育て支援センター】3億2105万円
447億2043万円（前年度比2.4％増）
基幹システムの標準化を推進します。 令和5年度中の供用開始を目指し、
新田駅西口土地区画整理事業

毎月5日・20日発行
草加市市長室広報課

■一般会計の内訳／予算額893億7900万円

一般会計予算額 893億7900万円

■令和4年度当初予算一覧

編集・発行

総務費

138億7272万円
15.5％（11.0％）

民生費

409億6687万円
45.8％（0.4％）

％は構成比率
（ ）は前年度比増減率
1万円未満調整

あおば学園新園舎の建て替え工事を行
います。
○手話通訳者派遣・養成（専任手話通
訳者の増員等）
【障がい福祉課】232万円
草加市社会福祉協議会の専任手話通
訳者を1人増員し支援体制を拡充します。

2 ブランド力の向上
○新田駅東西口土地区画整理
【新田駅周辺土地区画整理事務所】
30億3279万円
新田駅周辺において災害に強い良好
な居住環境を整備するとともに、にぎ
わいと親しみのもてるまちなみ景観の
形成に向けたまちづくりを進めます。
○奥の細道サミットin草加/草加松原国
際俳句大会【文化観光課】521万円
奥の細道サミットの開催及び国際俳
句大会の表彰式を行います。
○草加駅東口駅前広場整備
【道路整備課】1億1814万円
老朽化した施設の改修及びイベント
等が開催できる広場の整備等を引き続
き行います。
○リノベーションまちづくり
【産業振興課】1863万円
草加駅東口周辺及び谷塚駅周辺エリ
アでの民間主導・公民連携によるリノ
ベーションまちづくりを進めます。

3 コミュニティ力の向上
○松原児童青少年交流センター建設
【子ども育成課】4億4789万円
令和4年10月開設予定の松原児童青
少年交流センターの建設工事を行いま
す。

