
令和４年度施政方針
　令和４年第１回美浜町議会定例会で町長が示した
「令和４年度施政方針」の概要を紹介します。
　新年度における主要事業について、総合計画に定め
た６本の柱は下表のとおりです。

●問合せ　総務課　内線213

事業名 事業費 課名 事業内容

　1　自然を活かし、快適に住み続けられるまちづくり

空家等対策事業 350万円 都市整備課 空き家バンク制度の活用、特定空家の除却および新築
住宅への建替え促進

道路・排水路改良整備事業 3,914万円 建設課 町道森越・石坂平井線道路改良、河和岡ノ脇地区排水
路改良等

ハザードマップおよび公開型
オープンマップ作成事業 267万円 防災課 災害用ハザードマップを更新し、ホームページ上で閲

覧できるよう整備

ブロック塀等の撤去費用補助事業 200万円 防災課 災害時に倒壊の恐れのあるブロック塀等の撤去に対する補助

自転車乗車用ヘルメット
着用促進事業 40万円 防災課 自転車乗車用ヘルメットの購入に対する補助

合併処理浄化槽普及促進整備事業 5,473万円 環境課 合併処理浄化槽普及のための補助

運動公園整備事業 12億1,000万円 都市整備課 陸上競技場を中心とした運動公園整備

　2　安心・安全な暮らしができるまちづくり

エコステーション事業 「土曜エコステーション」として月1回の分別収集230万円 環境課

小規模事業者持続化補助金 50万円 産業課 町内小規模事業者の新たな取り組みや感染防止対策に
対する補助

南知多ビーチランド活性化
協議会負担金 100万円 産業課 子育て世帯を対象に南知多ビーチランド年間パスポー

トを交付

農業次世代人材力投資事業 新規就農者に対する補助1,581万円 産業課

建築物耐震改修促進事業 町内の木造住宅の無料耐震診断および耐震改修に対する補助544万円 都市整備課

　3　産業経済に活力のあるまちづくり

　昨年度は令和２年度に引き続き、コロナ禍で始まりコロナ対策の
ため町の行事を全て行うことができず、1年を終えることとなりま
した。
　新型コロナウイルス感染の現状は変わらず、1日も早い終息を
祈るものです。本町の感染者数は、知多郡内では人口当たり最小
で、これは町内医療関係者の皆さんのご協力により、ワクチン接種
をスムーズに進めることができている結果であり、町民の皆さんに
おかれましてもご協力に感謝申し上げます。
　本年度の町政運営ですが、一般会計予算が近年過去最大規模
の84億7,500万円となります。これは、運動公園整備事業におけ
る陸上競技場および交流広場の建設に12億１,000万円を計上し
たことによるものです。
　ナショナルトレーニングセンターの指定の獲得および、2026年
に開催されるアジア競技大会との連携利用を進めるためにも令和
６年度の供用開始を目指して工事を進めていきます。
　厳しい財政状況ですが今後の小中一貫校建設を進めるうえに
おいても極力節減した予算を編成いたしました。「苦しいけれど夢
のある我が家」であり、町でありたいと思っています。
　町づくりにつきまして、理念はこれまでと変わらず「自然との共生
＋心」を目指します。自然との共生は地球に生きる人類をはじめ、全
ての動物のテーマでもあります。人間の幸せは人々の心の持ち様
です。“自然なくして人はなし、心なくして幸せはなし”です。
　「自然との共生」は今、ＳＤＧsのスローガンで全世界に広がって

います。地球上の環境問題は全ての人類の責任でもあります。
　ＳＤＧsの17の目標の中には、エネルギーをクリーンにという目標
と森の豊かさを守ろうという目標があります。再生可能エネルギー
である太陽光発電施設の設置も大切ですが、それと同時に豊かな
美浜の自然環境、山林も守っていかなければいけません。無秩序
な開発を防ぎ自然環境を守っていくために必要な条例の制定につ
いて、引き続き担当部署において検討させていきます。
　本町の長年のテーマである企業誘致につきましては、河和南部
地区の皆さんのご理解、ご協力により本年度より河和小学校へ統
合された河和南部小学校の校舎跡地利用について、名古屋市内の
企業がプロポーザル方式により優先交渉権者に決定し、有効に活
用していただけることとなりました。
　大変ありがたく、今後に期待するものであります。
　また、本町の持つ豊かな自然環境を生かし、農作業をとおした健
康づくり、憩いの場づくりを美浜版「農福連携事業」として実施した
いと考えています。コロナ禍において外出する機会が減り、運動不
足になりがちな高齢者と子育て世代の親子を対象に、健康づくり
と世代間交流の促進を目指しモデル事業として実施していきます。
　さらに、本町の貴重な歴史遺産である、河和城跡の整備につき
ましては、公園として整備していくための検討を進めていきます。
　町民の皆さんの一層のご理解・ご協力を心よりお願い申し上げ
ます。
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事業名 事業費 課名 事業内容

　４ 支え合いに満ちた、人にやさしいまちづくり

　5　人が学び合い、育ちあうまちづくり

　6　参画と協働によるまちづくり

　令和3年度からの主な繰越事業

健康管理システム管理事業 291万円 健康・子育て課 がん検診や精密検査の結果の一元管理、予防接種履歴
の情報連携

河和南部文化交流館施設
管理委託事業 73万円 生涯学習課 地域の交流の場である河和南部文化交流館の管理委託

運動施設管理運営事業 451万円 生涯学習課 第2町民グランド、南部体育館、南部グランド、布土
グランドの維持管理

英語教育の充実 443万円 学校教育課 小学校全学年での英語教育の充実、GTEC(英語4技能
総合型テスト)の実施　

GIGAスクール情報教育
サポート事業 305万円 学校教育課 児童1人1台端末の効果的な活用のためのサポート

スクールソーシャルワーカー
設置事業 210万円 学校教育課 多様な外部機関と連携して支援するスクールソーシャ

ルワーカーの設置

地方創生まちづくり支援業務 1,500万円 企画課 スポーツを通じて健康・教育・経済が連動するような
仕組みづくりの推進

行政手続オンライン申請管理
システム導入事業 2,520万円 秘書課 行政手続のオンライン化に向けた整備

コンビニ収納・
スマホ決済収納の拡充 156万円 税務課他 町税、保険料、水道料金のコンビニ・スマホ決済での収納

QRコードを活用した町税の
電子化推進 783万円 税務課 QRコードを活用した町税の電子納税の推進

シティプロモーション
プロジェクト 125万円 企画課 PR動画やSNS、フリーペーパー「みはまデイズ」によ

る情報発信等

まちづくりエンジョイ
ぷらん交付金 200万円 企画課 町民自らが企画提案した事業を公募し、補助金の交付

国際交流員受入事業
（JETプログラム） 486万円 企画課 シンガポール共和国からの国際交流員1名の受入による

国際交流の推進

フレンドシップ草の根
国際交流ホームステイ事業 291万円 学校教育課 中学生によるシンガポール・ニーアン中学校との学校

交流とホームステイ体験

美浜健康マイレージ事業 20万円 健康・子育て課 検診の受診や健康づくり活動に対しポイントの付与

敬老会の開催 540万円 福祉課 高齢者の長寿をお祝いするため、各区に敬老補助金を交付

介護保険説明会の開催 10万円 福祉課 65歳の方を対象に毎月介護保険制度の説明と介護予防
の説明会を開催

地域包括ケアシステムの深化 668万円 福祉課 医療、介護等の支援が包括的に確保される体制の強化

放課後児童クラブの運営 2,498万円 健康・子育て課 放課後児童クラブの運営およびクラブタクシー配車サービス

子育て支援情報配信事業 40万円 健康・子育て課 スマホアプリを活用した子育て支援情報配信

産後ケア事業 25万円 健康・子育て課 産後ケアを必要とする母子に対する支援

子育て支援金支給事業 220万円 住民課 満1歳に満たない乳児1人につき子育て支援金の支給

都市公園整備事業 9億円 都市整備課 運動公園整備事業の陸上競技場スタンド建築工事

美浜町立わかば園の運営 1,225万円 健康・子育て課 心身の発達に支援を必要とする就学前児童に対する支援
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令和４年度施政方針
　令和４年第１回美浜町議会定例会で町長が示した
「令和４年度施政方針」の概要を紹介します。
　新年度における主要事業について、総合計画に定め
た６本の柱は下表のとおりです。

●問合せ　総務課　内線213

事業名 事業費 課名 事業内容

　1　自然を活かし、快適に住み続けられるまちづくり

空家等対策事業 350万円 都市整備課 空き家バンク制度の活用、特定空家の除却および新築
住宅への建替え促進

道路・排水路改良整備事業 3,914万円 建設課 町道森越・石坂平井線道路改良、河和岡ノ脇地区排水
路改良等

ハザードマップおよび公開型
オープンマップ作成事業 267万円 防災課 災害用ハザードマップを更新し、ホームページ上で閲

覧できるよう整備

ブロック塀等の撤去費用補助事業 200万円 防災課 災害時に倒壊の恐れのあるブロック塀等の撤去に対する補助

自転車乗車用ヘルメット
着用促進事業 40万円 防災課 自転車乗車用ヘルメットの購入に対する補助

合併処理浄化槽普及促進整備事業 5,473万円 環境課 合併処理浄化槽普及のための補助

運動公園整備事業 12億1,000万円 都市整備課 陸上競技場を中心とした運動公園整備

　2　安心・安全な暮らしができるまちづくり

エコステーション事業 「土曜エコステーション」として月1回の分別収集230万円 環境課

小規模事業者持続化補助金 50万円 産業課 町内小規模事業者の新たな取り組みや感染防止対策に
対する補助

南知多ビーチランド活性化
協議会負担金 100万円 産業課 子育て世帯を対象に南知多ビーチランド年間パスポー

トを交付

農業次世代人材力投資事業 新規就農者に対する補助1,581万円 産業課

建築物耐震改修促進事業 町内の木造住宅の無料耐震診断および耐震改修に対する補助544万円 都市整備課

　3　産業経済に活力のあるまちづくり

　昨年度は令和２年度に引き続き、コロナ禍で始まりコロナ対策の
ため町の行事を全て行うことができず、1年を終えることとなりま
した。
　新型コロナウイルス感染の現状は変わらず、1日も早い終息を
祈るものです。本町の感染者数は、知多郡内では人口当たり最小
で、これは町内医療関係者の皆さんのご協力により、ワクチン接種
をスムーズに進めることができている結果であり、町民の皆さんに
おかれましてもご協力に感謝申し上げます。
　本年度の町政運営ですが、一般会計予算が近年過去最大規模
の84億7,500万円となります。これは、運動公園整備事業におけ
る陸上競技場および交流広場の建設に12億１,000万円を計上し
たことによるものです。
　ナショナルトレーニングセンターの指定の獲得および、2026年
に開催されるアジア競技大会との連携利用を進めるためにも令和
６年度の供用開始を目指して工事を進めていきます。
　厳しい財政状況ですが今後の小中一貫校建設を進めるうえに
おいても極力節減した予算を編成いたしました。「苦しいけれど夢
のある我が家」であり、町でありたいと思っています。
　町づくりにつきまして、理念はこれまでと変わらず「自然との共生
＋心」を目指します。自然との共生は地球に生きる人類をはじめ、全
ての動物のテーマでもあります。人間の幸せは人々の心の持ち様
です。“自然なくして人はなし、心なくして幸せはなし”です。
　「自然との共生」は今、ＳＤＧsのスローガンで全世界に広がって

います。地球上の環境問題は全ての人類の責任でもあります。
　ＳＤＧsの17の目標の中には、エネルギーをクリーンにという目標
と森の豊かさを守ろうという目標があります。再生可能エネルギー
である太陽光発電施設の設置も大切ですが、それと同時に豊かな
美浜の自然環境、山林も守っていかなければいけません。無秩序
な開発を防ぎ自然環境を守っていくために必要な条例の制定につ
いて、引き続き担当部署において検討させていきます。
　本町の長年のテーマである企業誘致につきましては、河和南部
地区の皆さんのご理解、ご協力により本年度より河和小学校へ統
合された河和南部小学校の校舎跡地利用について、名古屋市内の
企業がプロポーザル方式により優先交渉権者に決定し、有効に活
用していただけることとなりました。
　大変ありがたく、今後に期待するものであります。
　また、本町の持つ豊かな自然環境を生かし、農作業をとおした健
康づくり、憩いの場づくりを美浜版「農福連携事業」として実施した
いと考えています。コロナ禍において外出する機会が減り、運動不
足になりがちな高齢者と子育て世代の親子を対象に、健康づくり
と世代間交流の促進を目指しモデル事業として実施していきます。
　さらに、本町の貴重な歴史遺産である、河和城跡の整備につき
ましては、公園として整備していくための検討を進めていきます。
　町民の皆さんの一層のご理解・ご協力を心よりお願い申し上げ
ます。
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歳出（一般会計）構成比

●問合せ　総務課　内線213

科　目 令和 4年度

民生費 27億1,892万円

衛生費

15億8,216万円

総務費 11億2,343万円

土木費

7億6,811万円教育費

7億6,725万円

公債費 5億5,219万円

消防費 5億2,897万円

農林水産業費 2億2,245万円

その他 2億1,152万円

内

訳

議会費

1億225万円商工費

9,646万円

予備費 1,000万円

労働費 279万円

災害復旧費 1万円

諸支出金 1万円

特別会計

国民健康保険 22億3,892万円 （0.3）
後期高齢者医療 3億6,714万円 （4.0）
介護保険 18億5,980万円 （0.1）
土地取得 1,001万円 （0.0）
農業集落家庭排水処理施設 3,218万円 （17.3）

水道事業会計

収益的収入 5億1,044万円 （▲0.7）
収益的支出 5億585万円 （1.7）
資本的収入 1億1,709万円 （▲12.8）
資本的支出 2億9,550万円 （▲18.8）

民生費
32％

土木費
19％総務費

13％

教育費
9％

衛生費
9％

公債費
7％

消防費
6％

民生費
32％

土木費
19％総務費

13％

教育費
9％

衛生費
9％

公債費
7％

消防費
6％

農林水産業費　3％ その他　2％

本町
各会計別予算
（）内は対前年増減比率

　特別会計や企業会計は、国民健
康保険や水道のように利用者から
料金を集めてその業務を行う会計
のことです。

　令和４年度の一般会計当初予算は、84億
7,500万円と前年度に比べると7億3,800万
円（9.5％）の増となりました。増額となった
主な要因は、運動公園陸上競技場スタンド建
築に伴う都市公園整備事業の増によるもの
です。
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令和４年度

歳入（一般会計）構成比

一般会計予算一般会計予算
84億7,500万円84億7,500万円

科　目 令和 4年度

町税 28億5,580万円

地方交付税 14億円

国庫支出金 12億4,823万円

県税交付金

7億9,040万円町債

6億3,150万円

県支出金 5億5,344万円

繰入金 3億1,089万円

諸収入 2億6,176万円

その他 4億2,298万円

内

訳

寄附金 1億2,150万円

使用料及び
手数料 1億706万円

地方譲与税 9,676万円

繰越金 6,000万円

地方特例交付金 1,800万円

分担金及び
負担金 1,455万円

財産収入 253万円

交通安全対策
特別交付金 258万円

町税
34％

地方交付税
16％

国庫支出金
15％

町債
9％

県税交付金
7％

県支出金
7％

繰入金
4％

町税
34％

地方交付税
16％

国庫支出金
15％

町債
9％

県税交付金
7％

県支出金
7％

繰入金
4％

諸収入　3％

その他　5％

町の借金
（令和４年度末見込み残高

74億6,225万円）

　町の借金である町債残高の
うち、国が地方交付税として
償還金（返済金）を負担する臨
時財政対策債が大部分を占め
ています。

令和４年度

平成29年度

平成24年度

臨時財政対策債  その他町債 

33億8,934万円

44億1,712万円

44億8,754万円

33億8,934万円

44億1,712万円

44億8,754万円

22億9,541万円 56億8,475万円

58億5,821万円

74億6,225万円

56億8,475万円

58億5,821万円

74億6,225万円

14億4,109万円

29億7,471万円

町債残高の推移 

天

地 ★★■No.22B01385／版管理番号247639-01／美浜町役場様
広報みはま4月号／（210×297mm）／22.3.11／20：25／東雲

9 広報みはま 2022. 4

歳出（一般会計）構成比

●問合せ　総務課　内線213

科　目 令和 4年度

民生費 27億1,892万円

衛生費

15億8,216万円

総務費 11億2,343万円

土木費

7億6,811万円教育費

7億6,725万円

公債費 5億5,219万円

消防費 5億2,897万円

農林水産業費 2億2,245万円

その他 2億1,152万円

内

訳

議会費

1億225万円商工費

9,646万円

予備費 1,000万円

労働費 279万円

災害復旧費 1万円

諸支出金 1万円

特別会計

国民健康保険 22億3,892万円 （0.3）
後期高齢者医療 3億6,714万円 （4.0）
介護保険 18億5,980万円 （0.1）
土地取得 1,001万円 （0.0）
農業集落家庭排水処理施設 3,218万円 （17.3）

水道事業会計

収益的収入 5億1,044万円 （▲0.7）
収益的支出 5億585万円 （1.7）
資本的収入 1億1,709万円 （▲12.8）
資本的支出 2億9,550万円 （▲18.8）

民生費
32％

土木費
19％総務費

13％

教育費
9％

衛生費
9％

公債費
7％

消防費
6％

民生費
32％

土木費
19％総務費

13％

教育費
9％

衛生費
9％

公債費
7％

消防費
6％

農林水産業費　3％ その他　2％

本町
各会計別予算
（）内は対前年増減比率

　特別会計や企業会計は、国民健
康保険や水道のように利用者から
料金を集めてその業務を行う会計
のことです。

　令和４年度の一般会計当初予算は、84億
7,500万円と前年度に比べると7億3,800万
円（9.5％）の増となりました。増額となった
主な要因は、運動公園陸上競技場スタンド建
築に伴う都市公園整備事業の増によるもの
です。
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