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令和４年度予算の主な事業
※（ ）内は、紹介内容が属する事業名／予算額／担当課。予算額には紹介内容以外の事業の金額も含みます。

令和４年度予算が決まりました
市議会３月定例会で、令和４年度当初予算が可決されました。一般会計予算は、令和３年度比２％増の８４８億円です

新型コロナに伴う事業者への支援
コロナと戦う事業者への支援策として、「また来てねクーポン券発行

事業」「コロナに負けない新規出店応援事業」「資金繰り支援事業」を実

施します。

（また来てねクーポン券発⾏事業／１０４，０００千円／産業活性課）ほか

災害時に活用する情報機器を整備
災害の状況をより正確に把握するため、ドローンやスマートフォンな

どで撮影した映像や、位置情報をデジタルマップ上で共有するシステム

を整備します。

（災害情報機器等整備管理事務／６，６８０千円／警防課）

デジタル化を推進
６月から、市税等の納付手段に電子マネーを追加。１０月からは、市・

県民税の課税証明など、一部のオンライン申請手続きでクレジットカー

ド決済に対応します。

（収納サービス向上推進事業／２５，８７２千円／収納課）ほか

若年がん患者の在宅療養を支援
回復の見込みがない状態となった４０歳未満のがん患者が在宅で生

活するための訪問介護サービスや、福祉用具の貸与・購入費などの一

部を助成します。

（がん患者等⽀援事業／４，５９８千円／医療健診課）

ＩＴ活用による学習支援
小・中学生 人 台の端末にオンライン学習システムを導入し、動画

教材とデジタルドリルによる学び直し・先取り学習を実現します。

（学⼒向上対策推進事業／２３３，５４３千円／指導室）

民間保育所等の新設などを整備
子育ての不安を解消し、子育てしやすい環境を充実させるため、保

育所等２施設の整備を支援します。

（民間保育所建設・増設支援事業／９４，５２８千円／ほいく課）

新型コロナに伴う生活困窮者への支援
コロナ禍の支援として、県社協が実施する総合支援資金の貸付を借

り終わった生活困窮世帯の就労による自立を図るため、支援金を支給

します。（新型コロナウイルス感染症⽣活困窮者⾃⽴⽀援⾦⽀給事業／４２，５２７千

円／生活援護課）

大和市公共のトイレ協力店制度を開始
外出時に安心して自由に使えるトイレを増やし、高齢の人などの外出

支援につなげるため、市内コンビニのうち協力を得られる店舗において

「大和市公共のトイレ協力店」の取り組みをします。

（公衆便所等管理運営事業／９，９５０千円／施設課）

不登校特例校分教室を整備
不登校が続いている中学生が学校を転籍して学びを継続できるよ

う、今年 月に分教室を開室。施設改修工事を実施します。

（引地台中学校分教室整備事業／１８，１９９千円／指導室）

公立校で県内初

中央林間駅周辺のまちづくり事業を推進
小田急中央林間駅東側改札口から東急中央林間駅への連絡通路な

どを整備します。また、同駅の改善工事に補助金を交付します。

（中央林間駅周辺まちづくり事業／１６５，０１６千円／街づくり総務課）

子どもの読書活動をさらに推進
絵本のまちの具現化に向けて、「セカンドブック事業」「まちなか絵本

スポット事業」などを実施します。

（図書館管理運営事業／５９５，０２０千円／図書・学び交流課）

いじめ対策を充実
子どもたちが安心して学校生活を送れるよう、匿名報告・相談アプリ

「 」（スタンドバイ）を、中学生に加え、小学５・６年生も利用

できるようにします。

（いじめ等対策事業／１８，２１２千円／指導室）

自転車利用環境を整備
自転車利用者および歩行者の安全を確保するため、自転車通行空

間の整備や自転車マナーアップ対策などを実施します。

（⾃転⾞利⽤環境推進事業／４６，０００千円／道路安全対策課）

証明書発行などの利便性を向上
６月から、市民課窓口で証明書発行手数料などのキャッシュレス決済

に対応。１０月からは住民票の写しなどのオンライン申請・クレジットカー

ド決済を導入し、利便性の向上につなげます。

（諸証明交付事務／１４４，６４４千円／市民課）

緑野青空子ども広場を公園に整備
ツリーガーデン跡地を、ポラリスに隣接する星の子ひろばと一体的に

利用できる土や木に触れられる公園として整備します。

（街区公園等整備事業／６２，２８０千円／みどり公園課）

やまと公園の大規模改修を実施
大和駅近くにあるやまと公園を大幅改修。来年２月の完成を目指し、

広々とした芝生広場や魅力ある遊具などを整備します。

（やまと公園改修整備事業／８８７，６０３千円／みどり公園課）
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【問】市役所財政課 財政係 ☎ ６０ ５３２４ １ ４５９２FAX 

歳入・歳出の概要一般会計

歳 出

令和４年度 各会計別当初予算の概要

市の予算は、一般会計、特別会計、企業会計の３種類で構成。

特別会計は、特定の収入を特定の目的に使うなど、一般会計と

区別して管理する会計です。企業会計は、民間企業と同様に事

業収入によって経営をしている会計で、大和市では病院事業と

下水道事業が該当します。今年度の当初予算総額は１，５３５億

７，０８５万円（前年度比４６億８，７４８万円（３．１㌫）増）です。

区分 予算額 前年度比

一般会計 ８４８億円 ２．０％

特別
会計

国民健康保険事業 ２１７億４，５２４万円 ０．７％

介護保険事業 １８３億１，２４６万円 ４．２％

後期高齢者医療事業 ３４億４，８３６万円 ８．６％

企業
会計

病院事業 １４５億５，６１７万円 ３．１％

下水道事業 １０７億８６２万円 １５．３％

合計 １，５３５億７，０８５万円 ３．１％

義務的経費
４６６億５，８４１万円

扶助費 ６

２７６億８，２９６万円

人件費 １５ ８

１３４億４８１万円

繰出金 ６ ８

５７億２，９５５万円

その他 ３

２５億９，１６４万円

 

投資的経費 ８ ３

７０億３，３１６万円

補助費等 １０ ２

８６億３４４万円

公債費 ６ ６

５５億７，０６４万円

物件費 １６ ７

１４１億８，３８０万円

８４８
億円

歳入は、市が調達できる市税などの「自主財源」と、国や県からの補助

金・交付金などの「依存財源」から成り立っています。

■ 自主財源

■ 依存財源

新型コロナウイルスワクチン接種事業負担金の減などにより国庫支出

金が７億４，３８２万円（４．０㌫）の減、市債借入額については臨時財政

対策債の減少などにより５億９，９８０万円（７．９㌫）の減をそれぞれ見込

んでいます。

歳入の中で大きな割合を占

める市税は３６５億１，０００万円

で、前年度比１９億５，２００万円

（５．６㌫）増。一般会計歳入総

額に占める市税の割合は４３．１

㌫となりました。個人市民税は

６．４㌫の増、法人市民税は４

１．２㌫の増、固定資産税も３．０

㌫の増と見込んでいます。

市税の内訳

歳出は、仕事の内容で区分する「目的別」と経費の性質で区分する「性

質別」に分けられます。

■ 目的別歳出

■ 性質別歳出

義務的経費（扶助費、人件費、公債費）は４６６億５，８４１万円で、前年

度に比べて９億６，１３４万円（２．１㌫）の増となっています。このうち、扶

助費が保育所等施設型給付事業や、児童発達支援事業などの費用の

増加により、前年度比８億４，２１１万円（３．１㌫）の増となっています。

投資的経費（建設事業）は、環境管理センターごみ処理施設維持補修

事業、やまと公園改修整備事業などの費用の増加により、前年度比２億

６，４９７万円（３．９㌫）の増となっています。

一般会計目的別歳出の内訳

区分 予算額

民生費 ４１２億５，０５５万円

衛生費 １０４億４，９１９万円

教育費 ８６億５，３１９万円

総務費 ７６億９，４１１万円

土木費 ６２億７，８８１万円

公債費 ５５億７，０６３万円

その他 ４９億３５２万円

合計 ８４８億円

民生費が４１２億５，０５５万円と

全体の４８．６㌫を占めています。

前年度比では、民生費、土木費、

公債費がそれぞれ３．１㌫、１４．５

㌫、５．９㌫の増、衛生費、教育費、

総務費がそれぞれ０．６㌫、１．４

㌫、２．９㌫の減となっています。

歳 入
その他
６６億円

 
地方交付税
２１億円

県支出金
６４億３，５４１万円

市債
６９億６，３４０万円

国庫支出金
１７９億６１１万円

自主財源
４４３億８，００８万円

 
市税
３６５億１，０００万円

 

８４８ 
億円

諸収入
２４億９，５４０万円

 

地方譲与税
４億１，５００万円 

繰入金
１９億９，６１７万円

 使用料及び手数料
１５億７，６９９万円

 

その他
１８億１５２万円

依存財源
４０４億１，９９２万円

※各数値は、端数処理などをしているため、実際の数値と若干の違いが生じる場合があります。

市民税 １７５億９，３１０万円

個人 １５９億８，２２０万円

法人 １６億１，０９０万円

固定資産税 １４８億６１０万円

軽自動車税 ２億９，３５０万円

市たばこ税 １６億７，０００万円

都市計画税 ２１億４，７３０万円

合計 ３６５億１，０００万円

区分 予算額

区分 予算額 前年度比

一般会計 ８４８億円 ２．０％

特別
会計

国民健康保険事業 ２１７億４，５２４万円 ０．７％

介護保険事業 １８３億１，２４６万円 ４．２％

後期高齢者医療事業 ３４億４，８３６万円 ８．６％

企業
会計

病院事業 １４５億５，６１７万円 ３．１％

下水道事業 １０７億８６２万円 １５．３％

合計 １，５３５億７，０８５万円 ３．１％

年 月 日 月 発行／ 号

対象の設定がないものはどなたでも。費用の記載がないものは無料です。【日】日時 【場】会場 【対】対象 【定】定員 【講】講師 【費】費用 【持】持ち物 【申】申し込み方法 【問】問合せ

・・・・・・・・・・・情報を掲載するには・・・・・・・・・・・

「市民の掲示板掲載依頼票」「サークル会員募集掲

載依頼票」を、直接、ファクス０４６ ２６１ ４５９２ま

たは市のホームページから電子申請で市役所広報

広聴課へ（電話での掲載依頼はできません）。

※各掲載依頼票は、市役所広報広聴課窓口で配

布するほか、市のホームページからダウンロード

もできます。

楽しくストレッチ

姿勢改善、おなか引き締め【日】４ ２７（水）１０：００～

１０：４５【場】ポラリス【定】先着２０人【費】５００円【持】バ

スタオルまたはマット、動きやすい服装、飲み物【申】電

話でバイレ・ストレッチサークル・岡田☎０８０ ５０５４ ８

３５７へ

８０代歓迎楽しくできる３Ｂ体操

フレイル予防、健康で若々しく【日】４ ２７、５ １１の水曜

日１０：１０～１１：１０（全２回）【場】上草柳コミセン（予定）

【対】中高年の女性【費】１，０００円【持】室内シューズ、

飲み物、タオル、マスク【申】さんびぃ・木下☎０９０ ８６４

１ ７７０７へ 

マンション管理無料相談会

管理組合の運営に関する疑問など【日】４ ２７（水）１３：

３０～１５：３０【場】シリウス６階生涯学習センター【対】理

事会役員やマンション居住者【定】先着２組【持】管理規

約など【申】 メール

で神奈川県マンション管理士会・平塚へ【問】平塚☎

０９０ １４０５ ２０２４

骨格を整えて健康寿命を延ばす

【日】４ ２９（祝）１３：３０～１５：００【場】ベテルギウス内大

和市民活動センター【定】先着１５人【費】５００円【持】筆

記用具、マスク、動きやすい服装 【申 】Ｅメール

で（一社）日本セル

フケアマイスター養成協会・千葉へ【問】千葉☎０８０ ８１

５８ ８００６ 

「第九」を一緒に歌いましょう！

「第九」合唱団員の募集説明会【日】４ ３０（土）１４：００

～１５：３０【場】シリウス３階マルチスペース【対】合唱経

験がある人（男声歓迎）【定】先着２０人【持】筆記用具

【申】４ ２８（木）までに、やまと国際オペラ協会・長谷部

☎０４６ ２７２ １８８５へ要問い合わせ 

歌遊び会

元ともしび司会者と「歌声」を歌う【日】５ ３（祝）１３：３０

～１６：００【場】渋谷学習センター【対】市内在住・在勤者

【定】１５０人【費】１，０００円【持】飲み物、マスク【申】電話

で同会・藤原☎０９０ ５７９３ ４２５２へ 

小学生卓球教室

【日】５ ４（祝）、６ １８、７ ２、８ ６、９ ７、１０ ８、１１ １９、

１２ ０、来年１ ８、２ ２５いずれも土曜日、３ ２７（月）

９：００～１２：００（３ ２７は１５：００まで）【場】大和スポー

ツセンター【対】小学生【申】不要【申】大和市卓球協会・

小原（こはら）☎０８０ ６５８７ ０２３８ 

趣味を作ろう！麻雀を楽しむ会

【日】５ ４（祝）・１６（月）いずれも１３：３０～１６：３０【場】

シリウス３階マルチスペース【定】各５０人【申】電話で同

会・中山☎０４６ ２６２ ８１００へ 

絵画サークルアトリエ 体験会

クレヨンや色鉛筆で絵を描く【日】５ ８（日）１１：００～

１３：００【場】桜丘学習センター【定】１０人【費】５００円

【持 】あれば画材 【申 】 ５ （金 ）までにＥメール

で同サークル・吉

山へ【問】吉山☎０４６ ２６８ ５７７４

大和おやこ劇場第３０３回例会

山本ＫＯＹＯ・丘を越えてパントマイム【日】５ ８（日）１５：

００～１６：３０・１９：００～２０：３０【場】いずれもシリウス

内サブホール【対】小学４年生以上（中学生以下は保護

者同伴）【費】入会金２００円、月会費１，４００円【申】５ ７

（土）までに電話で大和おやこ劇場・杉本☎０９０ ６１１６

０３８９へ 

脳トレリズム体操サークル体験会

【日】①５ １０（火）１１：１５～１２：１５・②１１（水）１０：０５～

１０：５０【場】①ポラリス、②公所コミセン（予定）【対】い

ずれも成人女性【定】各先着１０人【費】各５００円【持】ヨ

ガマットまたはバスタオル、室内シューズ【申】Ｅメール

で、きれいやせピラティス

サークル・山田へ【問】山田☎０５０ ５８４９ ５２００ 

太極拳無料講座

身体にやさしくゆったり楽しく【日】５ １８（水）１４：００～

１６：００【場】鶴間コミセン（予定）【定】５人【持】飲み物、

動きやすい服装、室内シューズ【申】不要【問】ハナミズ

キ・佐々木☎０４６ ２７４ ８５１２ 

大和市弓道協会主催 弓道教室

初心者向け弓道教室【日】５ １８～６ ２２の毎週水曜日

１９：００～２０：３０と５ ２８～６ １８の毎週土曜日１５：００

～１６：３０（全１０回）【場】大和スポーツセンター【対】高

校生以上の初心者【定】先着１５人【費】５，０００円【持】

白い足袋【申】５ １１（水）までにＥメール

で同協会・高橋へ【問】高橋☎０４６

２６１ ８２９６

第３２回 桜陶会作品展

陶芸作品の展示【日】５ ２１（土）・２２（日）１０：００～１６：

００【場】桜丘学習センター【申】不要【問】同会・山口☎０

４６ ２６９ ４１００ 

第２９９回 大和正論の会講演会

鷲野一之氏「日本教育界の問題点」【日】５ ２２（日）１４：

００～１６：３０【場】桜丘学習センター【定】２００人【費】

１，０００円（学生は５００円）【申】不要【問】同会・清水☎０

８０ ３４６６ ５０９２ 

地域交流ダンスパーティー

ミキシング、トライアルあり【日】５ ２７（金）１３：４０～１５：

２０【場】桜丘学習センター【定】８０人【費】３００円【持】マ

スク【申】不要【問】りんどう会・高木☎０９０ ９４５２ １４８

２ 

装道広田きもの教室

着付け、礼法（貸し出しあり）【日】毎月第２・４金曜日

１０：００～１２：００【場】鶴間コミセン【対】成人女性【講】

広田しげる氏【費】月会費２，０００円【問】広田☎０４６ ２

６１ １４０２

茶茶紀行の会

中国茶の入れ方、茶葉などを学び親しむ【日】毎月第１

金曜日１１：００～１３：００【場】シリウス６階生涯学習セン

ター【講】安田薫子氏【費】入会金５００円、月会費３，５５

０円【問】福田☎０９０ ６００２ ７７７０

えほんだな（手づくり絵本の会）

絵本作り、寄贈、展示会など【日】不定期【場】渋谷学習

センター【対】成人【費】入会金１，０００円、年会費１，００

０円【問】中田☎０９０ ７２４０ ５２８３

神高体（じんこうたい）同好会

ストレッチ、曲に合わせて健康体操【日】月２～３回金曜

日１０：００～１２：００【場】鶴間コミセンほか【対】６０歳以

上【講】石附洋子氏【費】入会金７００円、月会費１，０００

円【問】米澤☎０４６ ２７５ ７１０６

はもりを楽しむ会「ルフラン」

世界の約束、見上げてごらん夜の星を【日】毎月第２・４

水曜日１３：３０～１５：３０【場】ポラリスほか【対】音が取

れる人【講】名倉礼子氏【費】月会費３，０００円【問】佐久

間☎０４６ ２７７ ４８１８

マーガレット会

フォークダンス、リズム体操で健康に【日】毎月第２～４

水曜日１３：００～１５：００【場】柳橋コミセン【対】５０歳以

上【講】氏家澄子氏【費】入会金７００円、月会費１，０００

円【問】大前☎０４６ ２６９ ５０７７

小板橋道場

剣道【日】毎週土曜日１５：００～１７：３０【場】大和スポー

ツセンター【対】小学生以上（見学・体験歓迎）【講】渡辺

史郎氏【費】月会費１，０００円、保険料年額１，０００円

【問】迫田☎０７０ ８５６０ ３５９２

大和フォーク愛好会

フォークソングを中心とした音楽活動【日】隔週日曜日

１１：００～１３：００【場】渋谷学習センター【対】市民【費】

１回５００円【問】岩本☎０８０ ８７２７ ０６０４

ソフィアツリー

時事英語【日】月３回火曜日１１：００～１３：００【場】シリウ

ス６階生涯学習センター【対】英検準１級程度【費】入会

金１，０００円、月会費１，０００円【問】長尾☎０４６ ２６３

３２８０

若竹会

浴衣で踊りの練習【日】毎月第１～３木・金曜日１３：００

～１７：００（応相談）【場】シリウス６階生涯学習センター

【講】荒井文子氏【費】月会費３，０００円【問】荒井☎０９

０ １５４５ ７３２６

ふきの会

ストレッチ、リズム体操で健康維持【日】毎週水曜日９：

１５～１１：４５【場】桜丘学習センター【対】中高年【講】壬

生幸百合氏【費】月会費１，０００円【問】大平☎０４６ ２６

１ ６９００

絵画サークル“アトリエ”

クレヨンや色鉛筆で絵を描く【日】毎週土曜日１１：００～

１３：００（不定期）【場】桜丘学習センター【講】頼由香氏

【費】１回５００円【問】吉山☎０４６ ２６８ ５７７４

林間拳竜会

太極拳で気持ちをゆったり。丈夫な体に【日】毎週日曜

日１３：３０～１５：３０・木曜日１５：３０～１７：３０【場】ポラリ

スほか【講】小原洋子氏【費】入会金１，０００円、月会費２，

０００円【問】浜☎０４６ ２７５ ０１４３

大和フローリアン

初級英会話【日】月３回水曜日１０：００～１１：００【場】保

健福祉センター【対】６０歳以上【講】貝原達也氏【費】月

会費１，５００円【問】井上☎０４６ ２７６ ４７０１（１７：００

以降）

若葉の会

ストレッチ、筋力トレーニング【日】毎週火曜日１３：３０～

１５：３０【場】ポラリスほか【対】成人女性【講】山田美貴

子氏【費】入会金５００円、月会費１，６００円【問】内藤☎

０４６ ２０８ １６１８

土曜アートサークル

絵画、工作【日】毎月第１・３土曜日１５：００～１８：００【場】

ベテルギウスほか【対】小学生【講】鈴木滋子氏【費】入

会金２００円、月会費２，５００円、年２回材料費３，０００

円【問】井上☎０９０ ８５６８ ８９６１

大和ハーモニカアンサンブル

ハーモニカの合奏【日】毎月第２・４土曜日１０：００～１２：

００【場】シリウス６階生涯学習センターほか【対】複音ハ

ーモニカを少し吹いたことがある人【講】加部育子氏【費】

月会費３，０００円【問】五十嵐☎０４６ ２６１ ３６７２

サークル 
会員募集

ファクス、はがき、メールで申し込む催しは「イベント名、

希望日、住所、氏名、電話番号」を記載してください。

掲載のイベントは、新型コロナウイルス感染症の影響に

より、中止になる場合があります。

民の掲示 市 板 Message Board 

掲載申込の締切（１７：１５まで）

掲載号
掲載申込の

締切

掲載イベントの

開催・申込締切

６ １３発行号 ４ ２８（木） ６ ２２（水）以降

７ １９発行号 ５ ３１（火） ７ ２８（木）以降
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歳入・歳出の概要一般会計

歳 出

令和４年度 各会計別当初予算の概要

市の予算は、一般会計、特別会計、企業会計の３種類で構成。

特別会計は、特定の収入を特定の目的に使うなど、一般会計と

区別して管理する会計です。企業会計は、民間企業と同様に事

業収入によって経営をしている会計で、大和市では病院事業と

下水道事業が該当します。今年度の当初予算総額は１，５３５億

７，０８５万円（前年度比４６億８，７４８万円（３．１㌫）増）です。

区分 予算額 前年度比

一般会計 ８４８億円 ２．０％

特別
会計

国民健康保険事業 ２１７億４，５２４万円 ０．７％

介護保険事業 １８３億１，２４６万円 ４．２％

後期高齢者医療事業 ３４億４，８３６万円 ８．６％

企業
会計

病院事業 １４５億５，６１７万円 ３．１％

下水道事業 １０７億８６２万円 １５．３％

合計 １，５３５億７，０８５万円 ３．１％

義務的経費
４６６億５，８４１万円

扶助費 ６

２７６億８，２９６万円

人件費 １５ ８

１３４億４８１万円

繰出金 ６ ８

５７億２，９５５万円

その他 ３

２５億９，１６４万円

 

投資的経費 ８ ３

７０億３，３１６万円

補助費等 １０ ２

８６億３４４万円

公債費 ６ ６

５５億７，０６４万円

物件費 １６ ７

１４１億８，３８０万円

８４８
億円

歳入は、市が調達できる市税などの「自主財源」と、国や県からの補助

金・交付金などの「依存財源」から成り立っています。

■ 自主財源

■ 依存財源

新型コロナウイルスワクチン接種事業負担金の減などにより国庫支出

金が７億４，３８２万円（４．０㌫）の減、市債借入額については臨時財政

対策債の減少などにより５億９，９８０万円（７．９㌫）の減をそれぞれ見込

んでいます。

歳入の中で大きな割合を占

める市税は３６５億１，０００万円

で、前年度比１９億５，２００万円

（５．６㌫）増。一般会計歳入総

額に占める市税の割合は４３．１

㌫となりました。個人市民税は

６．４㌫の増、法人市民税は４

１．２㌫の増、固定資産税も３．０

㌫の増と見込んでいます。

市税の内訳

歳出は、仕事の内容で区分する「目的別」と経費の性質で区分する「性

質別」に分けられます。

■ 目的別歳出

■ 性質別歳出

義務的経費（扶助費、人件費、公債費）は４６６億５，８４１万円で、前年

度に比べて９億６，１３４万円（２．１㌫）の増となっています。このうち、扶

助費が保育所等施設型給付事業や、児童発達支援事業などの費用の

増加により、前年度比８億４，２１１万円（３．１㌫）の増となっています。

投資的経費（建設事業）は、環境管理センターごみ処理施設維持補修

事業、やまと公園改修整備事業などの費用の増加により、前年度比２億

６，４９７万円（３．９㌫）の増となっています。

一般会計目的別歳出の内訳

区分 予算額

民生費 ４１２億５，０５５万円

衛生費 １０４億４，９１９万円

教育費 ８６億５，３１９万円

総務費 ７６億９，４１１万円

土木費 ６２億７，８８１万円

公債費 ５５億７，０６３万円

その他 ４９億３５２万円

合計 ８４８億円

民生費が４１２億５，０５５万円と

全体の４８．６㌫を占めています。

前年度比では、民生費、土木費、

公債費がそれぞれ３．１㌫、１４．５

㌫、５．９㌫の増、衛生費、教育費、

総務費がそれぞれ０．６㌫、１．４

㌫、２．９㌫の減となっています。

歳 入
その他
６６億円

 
地方交付税
２１億円

県支出金
６４億３，５４１万円

市債
６９億６，３４０万円

国庫支出金
１７９億６１１万円

自主財源
４４３億８，００８万円

 
市税
３６５億１，０００万円

 

８４８ 
億円

諸収入
２４億９，５４０万円

 

地方譲与税
４億１，５００万円 

繰入金
１９億９，６１７万円

 使用料及び手数料
１５億７，６９９万円

 

その他
１８億１５２万円

依存財源
４０４億１，９９２万円

※各数値は、端数処理などをしているため、実際の数値と若干の違いが生じる場合があります。

市民税 １７５億９，３１０万円

個人 １５９億８，２２０万円

法人 １６億１，０９０万円

固定資産税 １４８億６１０万円

軽自動車税 ２億９，３５０万円

市たばこ税 １６億７，０００万円

都市計画税 ２１億４，７３０万円

合計 ３６５億１，０００万円

区分 予算額

区分 予算額 前年度比

一般会計 ８４８億円 ２．０％

特別
会計

国民健康保険事業 ２１７億４，５２４万円 ０．７％

介護保険事業 １８３億１，２４６万円 ４．２％

後期高齢者医療事業 ３４億４，８３６万円 ８．６％

企業
会計

病院事業 １４５億５，６１７万円 ３．１％

下水道事業 １０７億８６２万円 １５．３％

合計 １，５３５億７，０８５万円 ３．１％
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不登校特例校とは、学校に登校していない児童生徒一人一人の状況に

配慮した教育を実施するために、特別な教育課程を編成することを文部

科学省から認められた学校です。

引地台中学校分教室
不登校特例校

やまとニュースの次回発行日は、５月１６日（月）の予定です。

不登校状態が続いている中学生にとって、将来に向けて歩み出すための新たな選択肢の

一つとなること。

特別な教育課程により、一人一人の興味、関心に応じた多様な学びを提供すること。
目的

市立柳橋小学校内の教育研究所理科センターを改修して利用します。

対面式の授業に加えて、デジタル教材等を活用した学習や、パーティションで

区分けした個別学習ができます。

保健室としての役割を持ちつつ、生徒と教員、生徒同士がいつでも交流できる

スペースです。

学習室

休憩室

施設

市内在住で地域の学校に登校していない中学１年～３年のお子さん。

分教室に入るには、所属する学校から引地台中学校に転籍します※。
※教育委員会に認められる必要があります。

対象

基本的な時間割はありますが、子どもたち一人一人の状況に合わせて柔軟に対応します。

新教科の「教養科」

教科にとらわれず、自分の興味があることについて調べたり、好きなことを探したりとさま

ざまな体験をする時間です。

学習

公立校で県内初

４月１日 開室

【問】ベテルギウス内 青少年相談室 青少年相談係

☎046 FAX 
引地台中学校分教室について、

詳しくは、市のホームページへ


