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・ 令和４年度当初予算は、新型コロナウイルス感染症の影響による市税

収入の回復が見込まれない中、前例にとらわれず積極的に歳入の確保

を行うとともに、既存の事業について、見直しや統合等により徹底し

た経費削減を図り、「すべての市民が、幸せを実感できるまちへ」を

実現するため、浦安の新時代に向けた施策を推進することとし、緊急

度や優先度を見極め、必要性が高い事業を基本とし編成した。

Ⅰ 令和４年度財政規模

・ 一般会計と各特別会計、公営企業会計を合わせた予算規模は、前年度

（６月補正後予算額）に比べ0.7％減の約961億円。

・ 一般会計の予算規模は、前年度に比べ2.2％減の682億円。

なお、特殊要因である猶予特例債の償還金を除いた場合は、前年度に比

べ3.3％増、約22億円の増額。

(単位：億円、％、△印は減)

区分 令和４年度 令和３年度 増減額 増減率

一般会計 ６８２．０ ６９７．２ △１５．２ △2.2

猶予特例債の

償還金を除く
６８２．０ ６６０．５ ２１．５ 3.3

特別会計 ２２７．２ ２２１．６ ５．６ 2.5

公営企業会計 ５２．０ ４９．３ ２．７ 5.5

全会計合計 ９６１．３ ９６８．１ △６．９ △0.7

※表示単位の端数処理により、合計等が一致しない場合があります。

※令和３年度は、当初予算が骨格予算のため、令和３年度６月補正後予算額を使用しています。

令和４年度当初予算案のポイント

参考資料（議案第８号～第13号）
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Ⅱ 令和４年度一般会計 主な財源

・歳入の根幹である市税は、個人市民税が増となっているものの、徴収猶予

の特例の適用を受けた猶予分が減少したことにより、前年度比7.2％減、約

395億円を計上。

・国庫支出金は、生活保護費負担金、障がい者自立支援給付費等国庫負担金

の増などにより、前年度比1.8％増の約91億円。

・繰入金は、財政調整基金繰入金の増などにより、前年度比43.4％増の約18

億円。

・市債は、富岡小学校改修事業債やしおかぜ緑道改修事業債の減などにより、

前年度比6.7％減の約22億円。

(単位：億円、％、△印は減)

区分 令和４年度 令和３年度 増減額 増減率

市税 ３９５．３ ４２５．９ △３０．６ △7.2

うち、個人

市民税
１６７．０ １６２．９ ４．１ 2.5

うち、法人

市民税
１４．６ ２６．２ △１１．７ △44.5

うち、固定

資産税
２０２．９ ２２７．１ △２４．２ △10.7

国庫支出金 ９１．４ ８９．８ １．６ 1.8

繰入金 １８．５ １２．９ ５．６ 43.4

うち、財政

調整基金繰

入金

１７．６ １２．１ ５．５ 45.7

市債 ２２．４ ２４．０ △１．６ △6.7

一般会計合計 ６８２．０ ６９７．２ △１５．２ △2.2

※令和３年度の市税には、徴収猶予の特例の適用を受けた滞納繰越分(約37億円)が含まれており、

令和４年度の市税は、この滞納繰越分を除いた令和３年度の市税約389億円と比較すると前年比

1.6％、約６億円の増となっています。
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Ⅲ 基金の残高、地方債の状況

・基金総額の令和４年度末見込みは、約184億円。財政調整基金は、約18億円

活用するが、令和４年度末見込みは約74億円と見込んだ。

・地方債は、全会計合わせて約31億円の新規借り入れを行い、令和４年度末

残高は約385億円。このうち、一般会計は約293億円。

○基金の年度末現在高 (単位：億円)

区分 令和２年度末 令和３年度末見込 令和４年度末見込

合計 １７８．３ １８９．５ １８４．１

財政調整基金 ７６．２ ８６．０ ７４．４

その他 １０２．１ １０３．５ １０９．７

○地方債の年度末現在高 (単位：億円)

区分 令和２年度末 令和３年度末見込 令和４年度末見込

合計 ４５３．１ ４０３．４ ３８５．２

一般会計 ３５１．８ ３０９．４ ２９３．０

特別会計 １０．６ １１．１ １０．５

公営企業会計 ９０．７ ８２．８ ８１．７

※一般会計の令和２年度末には、猶予特例債約37億円が含まれており、この特殊要因を除くと令和２

年度末残高は約315億円。
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Ⅳ 令和４年度の主要施策事業（抜粋）

＊当初予算案の概要中のページを記載

１ 育み学び誰もが成長するまちへ

No 事業名 所管課名

事業の内容 事業費(千円) ﾍﾟｰｼﾞ

１ 舞浜小学校地区児童育成クラブ分室整備事業（実施設計）【実

施計画】【新規】

青少年課

舞浜小学校地区児童育成クラブにおける入会児童の増加や施設の

狭隘化などに対応した分室を整備するための設計業務を行う。
10,813 47ｐ

２ 明海小学校屋内運動場改修事業【実施計画】【新規】 教育施設課

明海小学校の屋内運動場について、施設の安全性の確保や老朽化

などの改修工事を行う。
145,750 66ｐ

３ 美浜南小学校改修事業（実施設計）【新規】 教育施設課

美浜南小学校の校舎について、施設の安全性の確保や老朽化など

に対応した改修のための設計業務を行う。
14,608 66ｐ

４ 日の出小学校改修事業（実施設計）【新規】 教育施設課

日の出小学校の校舎について、施設の安全性の確保や老朽化など

に対応した改修のための設計業務を行う。
12,502 66ｐ

５ 富岡中学校改修事業（債務負担行為分） 教育施設課

富岡中学校の校舎について、施設の安全性の確保や老朽化などの

改修工事を行う。
407,000 66ｐ

６ 美浜中学校改修事業（実施設計）（債務負担行為分） 教育施設課

美浜中学校の校舎について、施設の安全性の確保や老朽化などに

対応した改修のための設計業務を行う。
8,620 66ｐ

７ 美浜南認定こども園改修事業（債務負担行為分） 保育幼稚園課

美浜南認定こども園について、既存園舎の老朽化の度合いに応じ

た改修工事を実施し、施設機能の維持・更新を図る。
65,472 67ｐ

８ 入船南認定こども園改修事業（実施設計）【新規】 保育幼稚園課

入船南認定こども園について、既存園舎の老朽化の度合いに応じ

た改修工事の設計業務を実施し、施設機能の維持・更新を図る。
9,196 67ｐ

９ 舞浜地区公民館検討経費【新規】 生涯学習課

舞浜地区において公民館を整備するため、周辺住民のニーズ等を

踏まえながら、導入機能等を検討する。
4,853 67ｐ

10 （仮称）浦安アートプロジェクト事業【実施計画】【新規】 生涯学習課

文化芸術の振興を図るとともに、市民のまちへの愛着とまちの魅

力を高めるため、東京藝術大学と連携したアートプロジェクトを企

画・実施する。

4,855 68ｐ

11 郷土博物館展示リニューアル事業（継続費分） 郷土博物館

浦安のまちの歴史や伝統文化に触れる機会の充実を図るために、

公有水面埋立事業以降のまちの変遷をはじめ、常設展示のリニュー

アル等を行う。

328,009 68ｐ
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12 給食費の無償化【実施計画】【新規】 保健体育安全課

現行の第３子以降の学校給食費減免制度に加え、義務教育に係る

保護者へ一層の支援充実を図るため、小学校６年生と中学校３年生

の児童生徒分の学校給食費を免除する。

- 70ｐ

２ 誰もが健やかに自分らしく生きられるまちへ

No 事業名 所管課名

事業の内容 事業費(千円) ﾍﾟｰｼﾞ

１ プラウド新浦安自治会集会所新築事業【新規】

パークシティグランデ新浦安自治会集会所新築事業【新規】

プラウド新浦安パームコート自治会集会所新築事業（実施設

計）【新規】

美浜１６自治会集会所建替事業（実施設計）【新規】

地域振興課

自治会活動及び地域コミュニティ活動を促進するため、プラウド

新浦安自治会集会所及びパークシティグランデ新浦安自治会集会所

を老人クラブ会館との合築で整備するとともに、プラウド新浦安パ

ームコート自治会集会所の建設工事に係る実施設計を行う。

また、美浜１６自治会集会所の老朽化に伴い、建替工事のための

実施設計を行う。

119,849 38ｐ

２ 障がい者等歯科診療体制推進事業【実施計画】 障がい事業課

障がい者や障がい児が市内で専門的な歯科診療を受けられるよ

う、「障がい者等歯科診療所」を運営する。
20,557 43ｐ

３ グランデＳ＆Ｒ会館建設事業【新規】

八区若寿会館建設事業【新規】

プラウド新浦安凛風の会会館建設事業【新規】

美浜１６サロンの会会館建設事業（実施設計）【新規】

高齢者福祉課

老人クラブの活動を支援するため、プラウド新浦安凛風の会会館

及びグランデＳ＆Ｒクラブ会館を自治会集会所との合築で整備する

とともに、八区若寿会館の老朽化に伴う建替工事を行う。

また、美浜１６自治会集会所の建替えに合わせ、美浜１６サロン

の会会館を合築で整備するための実施設計を行う。

154,444 44ｐ

４ 幼児期体力向上支援事業【実施計画】【新規】 市民スポーツ課

マイクロバスを活用し、市内認可保育所等に通う園児を対象に運

動公園までの送迎を行い、幼児期の体力向上やスポーツ施設利用者

数の向上を図る。

7,530 69ｐ

５ 総合体育館・屋内水泳プール大規模修繕事業 市民スポーツ課

総合体育館の空調設備エアハンドリングユニット及び自動制御設

備の修正設計業務及び改修工事を行う。

また、総合体育館及び屋内水泳プールの老朽化に対応するため、

劣化診断等を行う。

330,381 69ｐ
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３ 安全・安心で快適なまちへ

No 事業名 所管課名

事業の内容 事業費(千円) ﾍﾟｰｼﾞ

１ 防犯カメラ設置費補助金【実施計画】【新規】 市民安全課

自治会が防犯を目的に設置する防犯カメラに対し、設置費の一部

を助成する。
5,250 39ｐ

２ 海上物資輸送体制整備事業【実施計画】【新規】 危機管理課

災害時の支援物資調達時に、寸断された陸上交通網の補完や物資

輸送等の道路負担の軽減を図るため、緊急用船着場として運用でき

るよう、港地区県有地に防災備蓄倉庫等を整備する。

6,407 39ｐ

３ ゼロカーボンシティ推進経費【実施計画】 環境保全課

ゼロカーボンシティの実現に向け、再生可能エネルギーの導入検

討調査のほか森林整備によるカーボン・オフセット制度の活用を図

る。

10,512 51ｐ

４ ごみ処理施設延命化整備事業 クリーンセンター

発電能力の向上や高効率モータの採用により、CO2の削減を図る

とともに施設の竣工から50年の稼働を目指し、基幹的設備改良工事

を４か年にわたり行う。

492,981 53ｐ

５ 地籍調査経費【実施計画】 地籍調査課

地籍調査経費については、東日本大震災の液状化により土地の境

界が不明瞭になったため、境界復元案を作製し、土地の所有者の立

会いのもとで境界を確認することで、境界を明確にする。

351,815 55ｐ

６ 街区内道路修繕事業【実施計画】【新規】 道路整備課

戸建て住宅地区における安全な交通環境を維持していくため、地

区単位で街区内道路について、舗装の更新を行う。
66,187 56ｐ

７ 幹線道路液状化対策事業【実施計画】 道路整備課

市道幹線７号及び千鳥地区の規制困難交差点部の減災対策工事を

行う。
154,990 56ｐ

８ 市道第１－９号線道路改良等（実施設計）【実施計画】【新

規】

道路整備課

市道第１－９号線における歩行空間の改善に向けて、実施設計を

行う。
20,581 56ｐ

９ 道路照明施設更新事業（実施設計）【実施計画】【新規】 道路管理課

当初整備より30年以上が経過した幹線９号、新浦安駅北側県道

部、新浦安駅前広場の街路灯及び明海･日の出地区の分電盤につい

て、施設の更新をするための実施設計業務を行う。

10,901 57ｐ

10 橋りょう長寿命化修繕及び耐震補強事業【実施計画】 道路整備課

橋りょう長寿命化修繕計画に基づき、塩美橋の修繕工事を行う。

また、管理橋りょうの法定点検を実施し、橋りょう長寿命化修繕計

画の更新を行う。

264,800 57ｐ

11 記念橋架替検討経費【実施計画】【新規】 道路整備課

新橋周辺整備事業における防災避難路整備の一環として行う記念

橋架替に向けて、地質調査を行い現場条件の確認を行う。
14,820 57ｐ
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12 舞浜地区雨水貯留管整備事業（継続費分）【実施計画】 道路整備課

舞浜地区冠水対策として、市道幹線６号に雨水貯留管の整備工事

を行う。
306,000 57ｐ

13 オンサイト貯留推進事業【実施計画】【新規】 道路整備課

雨水管理総合計画に基づき、公園・グラウンド・小中学校校庭等

の公共用地を活用したオンサイト貯留推進のための基本条件の整理

を行う。

14,135 57ｐ

14 境川・市役所周辺エリア整備事業【実施計画】【新規】 道路整備課

東水門から国道３５７号境川橋までの区間の右岸側沿川におい

て、河川管理用道路及び境川公園などを遊歩道として一体的に整備

を行う。

70,752 58ｐ

15 日の出・明海地区前面海岸護岸開放事業【実施計画】 道路整備課

日の出・明海地区前面護岸において、開放エリア拡大のため、転

落防止柵及び階段設置の実施設計並びに整備工事を行う。
162,910 58ｐ

16 千鳥地区前面海岸護岸開放事業【実施計画】【新規】 道路整備課

みどり公園課

市民の憩いの場としての水辺空間の整備や賑わい創出を目的とし

て、千鳥地区の海岸開放に向け整備を行うとともに、臨海公園予定

地の一部を有効活用した公共駐車場の検討と整備を進める。

95,260

77,502

58ｐ

59ｐ

17 浦安市鉄道駅バリアフリー化設備整備事業補助金【実施計画】

【新規】

都市計画課

鉄道駅利用者の安全性の向上を図るため、東京地下鉄株式会社が

行う浦安駅のホームドアの整備に要する経費の一部を補助する。
33,986 58ｐ

18 不燃化促進補助金【実施計画】【新規】 都市計画課

国が公表した「地震時等に著しく危険な密集市街地」を対象に、

市街地の不燃化を促進するため、補助金を交付する。
10,000 59ｐ

19 高洲地区緑道整備事業【実施計画】【新規】 みどり公園課

第二東京湾岸道路未利用地を有効活用して、緑化の推進及び地域

の魅力向上を図るため、高洲地区の緑道の整備を行う。
46,200 60ｐ

20 新橋周辺整備事業【実施計画】 市街地整備課

防災活動の円滑化を図るため、防災拠点となる多目的広場や防災

避難路の整備に向け、用地取得や基本設計を行う。
220,523 60ｐ

21 猫実Ａ地区土地区画整理事業【実施計画】 まちづくり事務所

密集市街地の改善を図るため、建物等の移転補償業務、宅地造成

及び道路築造工事等を行う。
1,022,059 61ｐ

22 水難救助用資器材整備事業【実施計画】【新規】 消防本部総務課

消防団員の資機材を整備し災害活動の充実強化を図る。 2,172 63ｐ

23 （仮称）消防署舞浜出張所建設事業関連経費【新規】 消防本部総務課

舞浜地区における消防体制の充実強化を図るため、準備・検討を

行う。
3,850 63ｐ
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４ 多様な機能と交流が生み出す魅力あふれるまちへ

No 事業名 所管課名

事業の内容 事業費(千円) ﾍﾟｰｼﾞ

１ ものづくり環境整備検討事業【実施計画】 企画政策課

デジタルファブリケーションによる新たなものづくり環境につい

て、整備や運営に係る基本計画を策定する。
4,199 37ｐ

２ 新浦安駅北口バスベイ整備事業（実施設計）【実施計画】【新

規】

道路整備課

新浦安駅北口の県道西浦安停車場線のバスベイ整備に向けて、実

施設計を行う。
3,939 56ｐ

３ 明海・高洲地区公園エリア整備検討経費【実施計画】 みどり公園課

高洲海浜公園と総合公園との連続性を持たせた整備について検討

する。
3,300 60ｐ

４ 浦安駅周辺整備事業【実施計画】 市街地整備課

都市拠点としての機能の向上を図るため、段階的な整備に向けた

事業の方針や、具体的な整備の内容について検討する。
9,690 60ｐ

５ 浦安クリテリウム実施事業【実施計画】【新規】 市民スポーツ課

新たなニーズに対応したスポーツ振興を図るとともに、市内業者

と連携することで、企業活性化やスポーツツーリズムを推進するこ

とを目的とするスポーツイベント「浦安クリテリウム」の開催に向

け、実行委員会で検討を行う。

181 68ｐ

５ 持続可能な行財政運営の推進

No 事業名 所管課名

事業の内容 事業費(千円) ﾍﾟｰｼﾞ

１ 新町地域の公共施設用地整備検討事業【実施計画】【新規】 企画政策課

新町地域における公共施設用地において、今後の行政需要を踏ま

えた施設整備の在り方について検討を行う。
3,000 37ｐ

２ 官民連携推進事業【実施計画】 企画政策課

官民の適切な役割分担による効果的かつ効率的な行政サービスを

提供するため、民間活力導入の手法について調査・検討を行う。
3,000 37ｐ

３ 行政手続きオンライン化推進事業【実施計画】【新規】 情報政策課

国の電子申請サービスである、ぴったりサービスを活用し、子育

てや介護といった行政手続きのオンライン化を推進、市民サービス

の向上を図る。

41,433 40ｐ


