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特集　令和４年度予算編成

　令和４年度主な事業

Ⅰ 安心して暮らせる健康 ･福祉のまちづくり

□妊産婦安心出産支援事業 (210 万円 )

　妊産婦の通院交通費等を助成します ｡

□新生児聴覚検査費助成事業 (36 万円 )

　検査費用を助成します ｡

■門別国保病院医療機器更新事業 (透析装置 ･

　骨密度測定装置 )(2,629 万円 )

　医療機器の更新をします ｡

□認定こども園 ･保育所等整備補助事業

 (3 億 9,261 万円 )

　新設される認定こども園整備事業に対して助成

　します ｡

Ⅱ 産業が元気なまちづくり

□農道保全対策事業 (225 万円 )

　富川東福満 9号線の安全確保のため ､道路整備

　工事を実施します ｡

□森林環境保全整備事業 (1,927 万円 )

　町有林の人工造林 (植付 ､下刈 ､除間伐など )

　により健全な森林の育成と管理を実施します ｡

■新規就農者育成総合対策補助事業 (1,050 万円 )

　新規就農者に対し ､農業経営開始に伴う初期投

　資等への支援を行います ｡

■農業法人設立促進補助事業 (1,974 万円 )

　農業法人の設立促進のため ､固定資産税及び新 

　規雇用に対し助成します ｡

□地域おこし協力隊活動事業 (1,990 万円 )

　人口減少 ､高齢化等が進む本町において ､地域

　外の人材を積極的に誘致し ､その定住及び定着

　を図ります ｡

□軽種馬生産人材養成補助事業 (1,000 万円 )

　軽種馬に携わる人材を養成する事業に対して助

　成します ｡

■日高町観光まちづくり協会事業費補助事業

　(740 万円 )

　新たに設立された日高町観光まちづくり協会が

　行う観光事業の開発振興など魅力ある町づくり

　のための事業活動を支援します ｡

Ⅲ 豊かな心を育む教育 ･文化のまちづくり

□ ｢教育の情報化の推進 ｣事業 (2,022 万円 )

　各小中学校での ｢教育の情報化の推進 ｣のため

　の環境を整備します ｡

□就学準備事業 (257 万円 )

 入学前の年長児等に対し就学指導を実施します ｡

□体力 ･運動能力向上事業 (174 万円 )

 入学前の年長児等に対し運動指導を実施します ｡

□学校給食費無償化事業 (5,440 万円 )

 学校給食費を無償化します ｡

■高等学校支援対策事業 (学習用端末機器購入補

　助 )(163 万円 )

　高等学校で使用するタブレット端末購入に係る

　経費の一部を補助します ｡

Ⅳ 快適で安全なまちづくり

□町道富川西 5号線道路事業 (1 億 4,500 万円 )

　富川市街地へのアクセス強化のため整備します ｡

■富川浄化センター耐震診断事業 (2,200 万円 )

　施設の適切な維持管理のため耐震診断を実施し

　ます ｡

■消防水槽車購入事業 (5,017 万円 )

　老朽化した水槽車を更新します ｡

□…継続事業　　■…新規事業

問　役場企画財政課　企画・財政グループ　☎　０１４５６－２－６１８１　

　一般会計予算性質別グラフ

人件費人件費

（19.2％）（19.2％）

19 億 2,556 万円19 億 2,556 万円

物件費物件費

（12.6％）（12.6％）

12 億 6,162 万円12 億 6,162 万円

扶助費

（7.4％）

7億 3,936 万円

補助費等補助費等

（20.8％）（20.8％）

20 億 9,494 万円20 億 9,494 万円

維持補修費

（1.6％）

1億 5,890 万円

普通建設普通建設

事業費事業費

（9.6％）（9.6％）

9億 6,0939 億 6,093

万円万円

公債費公債費

（18.3％）（18.3％）

18 億 3,898 万円18 億 3,898 万円

貸付金

（0.1％）

1,084 万円

災害復旧事業費

（0.1％）

904 万円

積立金

（1.1％）

1億 1,029 万円

繰出金

（9.1％）

9億 1,535

万円

予備費

（0.1％）

500 万円
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日高町長選挙 ･日高町議会議員選挙　選挙結果

　任期満了による日高町長選挙・日高町議

会議員選挙は、３月２７日を投票日として

３月２２日に告示されました。

　町長選挙は、現職以外に立候補届出がな

く、大鷹千秋町長の２回目の当選が決定し

ました。

　町議会議員選挙は、定数１４人に対し、

１５人が立候補し、２７日に投開票が行わ

れました。

　各選挙の投票結果は次のとおりです。

３月２８日、当選者に花野正三選挙管理委員長

から当選証書が付与されました。

氏名 年齢 党派 職業 当選回数

当 大鷹　千秋 ６５歳 無所属 特別職地方公務員 ２回

氏名 年齢 党派 職業 当選回数

当 白石　典昭 ６７歳 無所属 無職 ２回

当 神保　一哉 ７５歳 無所属 会社員 ５回

当 蔦　守　 ６５歳 無所属 無職 １回

当 井上　義生 ６０歳 無所属 無職 １回

当 小園　曉子 ７３歳 無所属 ピアノ教師 ２回

当 梅木　聡 ６４歳 無所属 無職 ２回

当 渡部　力 ６５歳 公明党 無職 １回

当 眞壁　悦夫 ７３歳 日本共産党 無職 ３回

当 菊地　日出夫 ７２歳 日本共産党 塗装業 ５回

当 西尾　英俊 ７４歳 無所属 会社員 ５回

当 堂前　保志 ６５歳 無所属 無職 １回

佐藤　則男 ６９歳 無所属 無職

当 髙橋　克德 ６８歳 無所属 無職 ３回

当 工藤　守弘 ６９歳 無所属 無職 ３回

当 互野　利夫 ７０歳 無所属 行政書士 ３回

・日高町長選挙

・日高町議会議員選挙（定数１４人）届出順

※年齢は令和４年３月２２日現在

問　選挙管理委員会事務局　　　☎　０１４５６－２－５１３１


