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＜議会費 0.6 ％＞

2億4,424万円 (前年度比△0.0%)
議会運営のための経費

45億2,534万円 (前年度比+0.8%)
全般的な管理事務のための経費

144億2,758万円(前年度比+3.5%)
乳幼児・高齢者等を支援するための経費

25億2,056万円(前年度比+0.8%)
生活環境保持のための経費

＜労働費 0.2％＞

6,029万円(前年度比+0.2%)
勤労者支援のための経費

＜農林水産業費 3.5％＞

14億8,270万円(前年度比△2.2%)

34億6,408万円(前年度比+0.8%)

51億854万円(前年度比+4.2%)

14億9,227万円(前年度比+1.2%)

35億9,939万円(前年度比+11.0%)

＜災害復旧費 0.0％＞

150万円(前年度比±0%)

56億9,351万円(前年度比+8.7%)
借入金返済のための経費

＜予備費 0.1％＞

5,000万円(前年度比±0%)
想定外の支出に対応するための経費

住 みたい安曇野 住んでよかった安曇野の第一歩
特集◎令和 4 年度予算

令和４年度

一般会計 予算 426 億7 千万円 前年度比＋3.8％

新型コロナの感染状況が不透明な中、急速に変化する社会情勢を捉えながら、市民ニーズへの
的確な対応を核とし、安曇野市の魅力を最大限発揮できるよう、新年度予算を編成しました。

歳　　出
　　 性質別 　　  目的別

歳　　入

行政運営の基本となる一般会計のほか、保険料や財産区な
ど特定の事業を行う特別会計、独立採算の上下水道事業会
計の予算額は次のとおりです。

会計別予算額

新年度の主な取り組みを紹介します。
令和４年度に取り組む主な重点事業を紹介します。（予算額は重点事業以外の取り組みを含めた総事業費です）

新型コロナウイルス感染症への対応

SDGs への対応

激甚化する災害への対応

【生活困窮者の支援】
●子どもの学習支援	 754 万円

　　支援員を増員し、対象世帯の子どもの学習支援等
【観光・地域経済の振興】　
●地域総合振興	 4,425 万円

　　商工会事業の支援、事業者の経営力強化の推進等
●商業事業者支援	 730 万円

　　販路拡大展示会出展の助成強化、空き店舗等の改修に対する助成等
●来訪者受入環境整備	 1,722 万円

　　第 2 次観光振興ビジョン策定等
●観光推進組織支援等	 6,919 万円

　　市と観光協会の共同プロジェクト、共同宿泊予約システムの導入支援等
●観光プロモーション	 4,111 万円

　　新たな総合パンフレットによる情報発信、首都圏での誘客活動の推進等
●アフターコロナ対策	 8,698 万円

　　穂高神社御遷宮タイアップイベント「あづみ野てらす」の開催等

【自然環境の保全】
●水資源対策	 1,629 万円

　　市民向け講座・子ども向け授業の実施、新たな涵養方法の検討等
●環境基本計画推進	 1,421 万円

　　生きもの調査の実施、安曇野市版レッドデータブック2014 の改訂等
●市有林森林整備	 1,796 万円

　　市有林植林と安曇野材の活用
【地球温暖化対策の推進】
●ゼロカーボン宣言表明に向けた取り組み等	 1,429 万円

【教育の充実】
●コミュニティスクール	 650 万円

　　学校運営協議会の運営支援、地域学校協働活動の充実
●小学校情報教育推進	 5,193 万円
●中学校情報教育推進	 4,214 万円

　　ICT（情報通信技術）を活用した授業づくりの促進

【防災体制の充実】
●防災組織支援	 	558 万円

　　地区防災訓練への支援、地区防災計画策定支援等
●農業用排水路工事・農道舗装工事（団体営）	 7,001 万円

　　広域排水路の監視施設の更新
●住宅・建築物耐震改修促進	 2,412 万円

　　住宅耐震化緊急促進アクションプログラム
（次ページに続く）

穂高神社御遷宮と連携した誘客

安曇野の森林を整備

地区の防災力を強化

増加する空家の利活用

会計名 令和４年度予算額 前年度比

一般会計 426 億 7,000 万円 3.8%

特別会計 211 億 8,976 万円 △ 5.7％

総計 638 億 5,976 万円 0.5%

水道事業会計 令和４年度予算額 前年度比

収益的収入 22 億 8,356 万円 △ 0.8％

収益的支出 19 億 4,016 万円 2.3%

資本的収入 1 億 5,457 万円 △ 4.6％

資本的支出 13 億 8,002 万円 3.8%

下水道事業会計 令和４年度予算額 前年度比

収益的収入 42 億 2,440 万円 △ 1.7％

収益的支出 36 億 4,330 万円 △ 1.0％

資本的収入 10 億 542 万円 14.0%

資本的支出 27 億 4,594 万円 3.1%
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112億2,566万円(前年度比+5.2%)
個人市民税(42億3,080万円)

固定資産税(53億3,566万円)など

＜分担金負担金等 1.4％＞

6億582万円(前年度比+3.1%)
保育児童保育料(1億7,511万円)など

20億3,051万円(前年度比△24.3%)
ふるさと寄附基金繰入金(6億円)など

＜財産収入・寄付金0.8 ％＞

3億4,028万円(前年度比△2.0%)
ふるさと寄附金(3億円)など

32億4,996万円(前年度比+11.5%)
各種資金預託金の元金など

113億5,000万円(前年度比+9.1%)
普通交付税(107億5,000万円)

特別交付税(6億円)

32億72万円(前年度比+5.9%)
地方消費税交付金

(22億100万円)など

68億4,905万円(前年度比+3.5%)
児童手当国庫負担金(9億8,346万円)

自立支援給付費負担金

(7億8,077万円)など

38億1,800万円(前年度比△1.1%)
旧合併特例事業債(19億8,080万円)

臨時財政対策債(9億円)など
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