
令和４年度当初予算

新規及び主要事業一覧

企画財政課





令和４年度　新規事業及び主要事業　一覧

●新規事業

国庫支出金 県支出金 地方債 その他
一般財源
(一般会計

　　　繰入金)

1 一般 総務管理課 新庁舎建設基本構想策定

　市役所本庁舎は、昭和34年（1959年）に建築され、既に建築から63年
が経過し老朽化が懸念されている。
　新庁舎整備に向けた方向性の設定に資する新庁舎整備基本構想
（改訂）を策定し、新庁舎整備の推進を図ることを目的とする。

10,000 10,000

2 一般 総務管理課 洪水ハザードマップ作成業務

　令和３年度中に実施予定の県による、桂川の水位周知河川の指定に
伴い、市内に洪水浸水想定区域が指定された際の、洪水ハザードマッ
プの作成を行う。
（国の社会資本整備総合交付金　補助率1/2を活用）

7,802 3,900 3,902

3 一般 企画財政課 結婚新生活支援事業

　新婚世帯に対し、結婚に伴う新生活のスタートアップに係るコストを支
援する。
　・補助対象　婚姻に伴う住宅取得費用等
　・対象世帯　夫婦ともに39歳以下かつ一定所得未満の新規に
　　　　　　　　　婚姻した世帯
　・補助上限　1世帯当たり30万円
　（国の地域少子化対策重点推進交付金　補助率1/2を活用）

1,200 600 600

4 一般 企画財政課
空き家バンク登録推進奨励金交付
事業

　空き家物件（賃貸）登録時に、所有者に奨励金を交付することによっ
て、空き家物件(賃貸)の登録掘り起こしをおこなう。

100 100

5 一般 市民課
住民票・印鑑証明書のコンビニ交付
サービス

令和４年１月から運用される地方公共団体情報システム機構（Ｊ－ＬIS）
の「自治体基盤クラウドシステム」を経由して、住民票と印鑑証明書のマ
イナンバーカードを利用したコンビニ交付サービスを行い、市民の利便
性の向上を図る。(交付可能時間 6時30分～23時まで)

11,326 11,326

6 一般 市民課
富士・東部広域環境事務組合負担
金

富士北麓地域、東部地域４市２町６村により西桂町、富士吉田市に建
設するごみ処理広域化施設建設事業にかかる負担金

22,394 22,394

（単位：千円）

№ 会計 所　　　属 事　　　業　　　名 概　　　　　　要　　　　　　等 事業費

財　　　源　　　内　　　訳
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令和４年度　新規事業及び主要事業　一覧

●新規事業

国庫支出金 県支出金 地方債 その他
一般財源
(一般会計

　　　繰入金)

（単位：千円）

№ 会計 所　　　属 事　　　業　　　名 概　　　　　　要　　　　　　等 事業費

財　　　源　　　内　　　訳

7 一般
福祉介護課

子育て健康課
未来を支える看護職員･介護職員表
彰

・若い看護職員・介護職員の意欲の向上を図り、看護・介護人材の定
着の推進に資することを目的として、市内の病院・介護事業所に継続し
て５年以上従事する４０歳未満の方に対して、表彰を行う。

668 668

8 一般 子育て健康課

幼稚園・保育所（園）の再編整備事
業
(鳥沢駅周辺認定こども園建設への
助成）

　平成３０年２月に策定した「幼稚園・保育所（園）の再編に関する市の
方針」に基づき、東部地区鳥沢駅周辺で認定こども園施設を整備運営
する學校法人鳥沢幼稚園に対して施設整備補助金を交付する。 295,820 64,510 83,400 118,300 22,300 7,310

9 一般 産業観光課
農産物「大月ブランド」化育成支援
事業

　地域農業を持続的に発展させるため、市が定める農作物を「大月ブラ
ンド」として生産し販売することに積極的に取り組む個人農業者等で構
成する農業団体等を育成支援することにより、農業の高付加価値化を
推進し、所得の向上や雇用の確保を実現すること、また遊休農地の活
用促進を目的とする。
　対象作物として、たまねぎを生産する団体に、生産・販路拡大等の経
費を助成する。

500 500

10 一般 産業観光課 小規模治山事業
　猿橋町藤崎地区の民有林において、小規模治山事業を実施
（県の小規模治山事業費補助金　補助率１/２、緊急自然災害防止対
策債を活用）

19,500 9,000 9,000 1,500 0

11 一般 産業観光課 奨学金返還支援事業

　市内の企業に勤務し、かつ市内に住民登録しており、奨学金を返還
する者に対して、当該奨学金の返還を支援する。
　補助金を交付することにより、大月市の産業やまちの推進を担う人材
を確保し、本市への定着を促進する
　・１年度につき２０万円を限度とし、対象となる期間は６０月分を限度と
する
　（１人最大100万円）

2,000 2,000

371,310 69,010 92,400 127,300 23,800 58,800合　　　計　　
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令和４年度　主要事業一覧 （３月定例会資料）

国庫支出金 県支出金 地方債 その他
一般財源
(一般会計

　　　繰入金)

1 一般 総務管理課 事業仕分け実施経費
　事業の費用対効果や行政評価の客観性、透明性等の確保のため事
業仕分けを実施する。

2,239 2,239

2 一般 企画財政課 定住促進事業
　本市への定住促進を図るための新築住宅取得や、新婚世帯・転入子
育て世帯への家賃等に対して助成する。

26,047 25,501 546

3 一般 まちづくり創生課 大月駅周辺基盤整備事業

　大月市立地適正化計画に示されたまちづくり方針に基づき、地域拠
点である大月駅周辺の基盤整備を推進し、都市機能が集積し、暮らし・
交流の拠点となる中心市街地の形成を図る。
令和４年度：大月駅裏通り線拡幅事業（令和３年～事業期間７年間）

156,632 80,931 59,500 10,000 6,201

4 一般 建設課
社会資本整備総合交付金事業
　（道路整備）

　幹線市道並びにプロジェクト関連市道の整備拡充、橋梁長寿命化や
舗装修繕等を行い、交通機能の向上と地域住民の利便性および安全
の確保を図る。

241,000 122,450 84,100 34,450

5 簡水 地域整備課 簡易水道施設整備事業（真木地区）
　真木簡易水道に間明野桑西簡易水道を統合することに伴う施設整備
を行う。
（事業期間　令和３年～令和５年）

388,351 129,443 258,800 108 0

6 一般 消防本部 消防高規格救急自動車整備事業
　老朽化に伴い機能が低下し、安全面が危惧される高規格救急車を更
新することにより、消防力を強化し消防防災体制の万全を図る。
　整備台数　２台（うち１台は丹波山出張所配備分）

83,176 40,700 42,412 64

897,445 332,824 0 443,100 78,021 43,500合　　　計　　

（単位：千円）

№ 会計 所　　　属 事　　　業　　　名 概　　　　　　要　　　　　　等 事業費

財　　　源　　　内　　　訳
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令和４年度　新型コロナ感染症対策事業　一覧

国庫支出金 県支出金 地方債 その他
一般財源
(一般会計

　　　繰入金)

1 一般 産業観光課
がんばろう大月事業復活応援金事
業

　コロナ禍で大きな影響を受ける事業者が、事業復活の見通しを立てら
れるよう、業種問わず、国からの事業復活支援金に追加で支援金を給
付する。
　新型コロナの影響で売上げが３０％以上減少し、経済産業省の事業
復活支援金の給付を受けた業者であって、市内に主たる店舗又は事
業所を有する中小法人若しくは個人事業者に対して、事業復活支援金
受給額の２０％を支援する。（上限２０万円）
（国の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用）

34,200 33,600 600

2 一般 産業観光課
がんばろう大月キャッシュレス決済還
元事業

　コロナ禍の影響により低迷する、市内飲食店や小売店などの消費喚
起及びウィズコロナの新生活様式であるキャッシュレス決済の普及促進
のため、ＱＲコード決済（ＰａｙＰａｙ等）を利用したポイント還元事業を実
施する。
・QRコード決済利用時に３０％のポイント付与
・期間:２ヶ月　　令和４年８月１日～９月３０日
・予定対象事業者　中小事業者のみQRコード決済加盟店　１００店舗
予定　　大手チェーン店（コンビニ、スーパー、ドラッグストア、ファミレ
ス）等を除く
　（国の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用）

65,495 64,000 1,495

3 一般 学校教育課 小中学校施設営繕工事
新型コロナ感染症対応のため、校舎、体育館の和便器の洋式化及び
水道蛇口の自動水栓化を行う。
（国の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用）

10,742 10,600 142

4 一般 学校教育課
児童・生徒登下校安全対策
バス運行事業

乗車人数の多いスクールバス路線におけるバス内の密を避けるため、
バスを増便運行し対応する。（３台増車、１学期分）
（国の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用）

7,100 7,000 100

117,537 115,200 0 0 0 2,337合　　　計　　

（単位：千円）

№ 会計 所　　　属 事　　　業　　　名 概　　　　　　要　　　　　　等 事業費

財　　　源　　　内　　　訳
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