
１ 令和４年度予算の規模・構成

令和４年度一般会計当初予算は，159億5,000万円で，対前年度比19億8,000万円の増（14.2％）となり，３年ぶ

りに増加しています。

歳入では，固定資産税の新型コロナウイルス感染症に伴う軽減措置の終了による市税の増加や公共施設

再編整備事業に伴う市債が増加しています。

歳出の性質別では，普通建設事業費や新規事業に伴う補助費などが増加しています。

令和４年度の一般会計予算は，本市において最も重視すべき課題である人口減少傾向の改善を図るため，

「しごとの創出」「人のつながり・縁づくり」「子育てしやすい環境づくり」「健康寿命の延伸」を重点項目に，協働

のまちづくりの拠点となる施設整備などの事業に投資するなど，「第２次江田島市総合計画」に掲げる「協働と

交流で創りだす『恵み多き島』えたじま」を実現するための施策を盛り込んだ予算としています。

２ 主要施策の重点項目

令和４年度

江田島市当初予算案の概要

【歳出予算】
歳出予算の性質別では，義務的経費が全体の44.1％，

投資的経費が16.2％，その他経費が39.7％となっていま

す。

目的別では，民生費，総務費，公債費，教育費の割合

が高くなっています。

【会計別総括表】 （単位：百万円）

区 分 R4年度 R3年度 増減額 伸率 %
一般会計 15,950 13,970 1,980 14.2 

特別会計 7,690 7,621 69 0.9 

企業会計 3,267 3,250 17 0.5 

合 計 26,907 24,841 2,066 8.3 

※ 端数処理をしているため，合計額と一致しない場合があります。

【歳入予算】
歳入予算のうち，自主財源である市税は15.2％となっています。

依存財源である地方交付税が全体の40.9％を占めています。

■ 自主財源（24.0％）

市税や分担金・負担金，使用料・手数料，繰入金など

■ 依存財源（76.0％）

地方交付税や国・県支出金，市債など

参考

38億2,950万円

依存財源

自主財源

121億2050万円

(24.0%)

(76.0%)

38億2,950万円

自主財源

(24.0%)

歳出構成
（目的別）

歳入構成

● 会計別予算規模の推移

令和４年度予算では，「第２次江田島市総合計画」で掲げる「協働と交流で創りだす『恵み多き島』えたじま」の実現を推進するため，これまで取り組んできた

「しごとの創出」「子育てしやすい環境づくり」「健康寿命の延伸」とともに，「江田島市第２期人口ビジョン・総合戦略」で掲げる「人のつながり・縁づくり」を

加えた４項目を重点項目に取組を推進していきます。

また，これら４項目を横断的に貫き，支える共通の視点として，「ＤＸの推進」「暮らしの基盤整備」にも取り組んでいきます。

ＤＸの推進
各施策における利用者の利便性や効率的な事業実施に向け，デジタル技術の活用を図る。

○デジタル技術の積極的な活用

しごとの創出
地域に生き生きと働くことができる

仕事があり，活発な経済活動が営まれ

ることにより，にぎわいや活力を感じ

られるまちをつくる。

○農林水産業の振興

○地場産業の経営安定化や活性化

○新たなしごとの創出

子育てしやすい環境づくり
「江田島市で子育てがしたい」と感

じることができるような魅力的で，か

つ安心して子どもを産むことができる

まちをつくる。

○出産や子育てしやすい環境の構

築，子育てサポート

○島の文化や環境，地域力を生か

した保育，教育の展開

健康寿命の延伸
市民の皆様が，元気で健康に過ごす

ことができるまちをつくる。

○健康な暮らしを営むための保健

事業と介護予防

○高齢者が地域で活躍できる場・

機会の確保

人のつながり・縁づくり
交流人口・関係人口との関係性の拡

大・深化を目指し，縁を有する人を増

やす。

○本市への来訪の促進

○本市との縁の深化

○多様な人材の活動促進

暮らしの基盤整備
社会インフラや暮らしのセーフティネットなど，地域で安心して日々の生活を営むために必要となる基盤を整備する。

○インフラや暮らしのセーフティネットその他，生活を営むための基盤整備

【参考】住民基本台帳人口（R4.1.1現在）：21,770人（うち外国人市民人口：599人）

５年間(H27～Ｒ2)で約▲2,４00 人■ 国勢調査人口の推移

※年齢不詳に区分されている人がいるため，内訳と合計が一致しない年度があります。

人
令和2年国勢調査による本市の人口は21,930人

で，国立社会保障・人口問題研究所の推計に比べ，

165人多い結果となりました。

平成27年度から人口は減少したものの，これま

での取組の効果により，人口の減少幅が少しなが

ら抑制できたといえるのではないでしょうか。

令和２年国勢調査結果と推計との比較

（推計は国立社会保障・人口問題研究所（社人研）平成30年推計による）

人口減少の抑制

義務的経費

投資的経費

70億3,164万円

25億6,408万円

63億5,428万円

その他経費

(44.1%)

(16.2%)

(39.7%)

その他経費

義務的経費

投資的経費

70億3,164万円

25億9,175万円

63億2,661万円

(44.1%)

(16.2%)

(39.7%)

その他経費

義務的経費

投資的経費

70億3,164万円

25億9,175万円

63億2,661万円

(44.1%)

(16.2%)

(39.7%)

歳出構成
（性質別）



・・

３ 主要施策 （抜粋） :新規事業新 :制度拡充等分拡

子育てしやすい環境づくり

健康寿命の延伸

人のつながり・縁づくり

しごとの創出

・ 担い手育成事業 10,810

・ オリーブ振興事業 11,192

・ 輸出促進施設等整備支援事業補助金 282,656

・ 基盤整備促進事業 6,000

・ 新規漁業就業者支援事業補助金 3,000

・ 漁場環境保全創造事業負担金，集中放流事業負担金 28,020

・ がんばりすと応援事業補助金 6,000

・ 市商工会補助金 10,000

・ 無料職業紹介事業補助金 2,470

・ 企業立地奨励金補助金 77,635

・ 旧ユウホウ紡績工場跡地土地等整理業務 20,000

・ サテライトオフィス誘致促進事業補助金 9,209

・ サテライトオフィス誘致のための公募型プロポーザル 190

江田島市内へサテライトオフィスを開設した事業者を支援する。

令和３年度に整備した能美市民センター別館４階フロアの利用者について，プロポーザルにより公募す
る。

■企業立地促進事業

江田島市内へ事務所や工場などを設置した事業者に対し，固定資産税相当分などの企業立地奨励
金を交付する。その他，新規雇用，施設整備，土地取得などに対する奨励金。

■しごとの場創出事業

起業支援，チャレンジ支援に対する事業者を支援する。

商工業活動団体に対する支援を行う。

■労働対策事業

■公共施設再編整備事業

旧ユウホウ紡績工場跡地（大柿町大君）への企業誘致活動を促進するため，基本的な土地などの整
理業務を行う。

◆農林水産業の振興
■担い手育成事業

新規就農研修生の受入れを行い，独立就農に向けた支援を行う。

■オリーブ振興事業

苗木助成や肥料，農薬などの補助を行い，オリーブの産地化を図るとともに，オリーブ冠の提供などのPR活動を行
う。

ハローワークと連携し，求人と求職のマッチングを目指す職業紹介所開設に対する補助。

◆新たなしごとの場の創出

漁場環境整備に対する負担金と放流事業による水産資源の増大を図る。

◆地場産業の経営安定化や活性化
■商工業振興事業

■６次産業化対策事業

本市に進出する企業に対して，輸出先国が定める輸入条件への対応とＨＡＣＣＰの認証などに必要と
なる施設や機器の整備に要する経費を支援する。

■基盤整備促進事業

農業法人の参入を図るため，県と連携して遊休農地を集積し，農地の整備を進める。

■水産業振興対策事業

漁業就業者の確保と育成を図るため，研修修了後，独立する際に必要な経費を支援する。

新

新

新

新

・ 広報広聴事業 13,045

・ 「えたじま　ものがたり　博覧会」等事業 15,000

・ 各種イベントの開催 8,660

・ 市観光協会補助金 18,583

・ 観光施設維持管理事業 48,061

・ 東京江田島ファン倶楽部，江田島市応援隊 1,018

・ 広域連携事業 671

・ 交流定住促進協議会補助 6,799

・ 移住・定住支援補助金，定住セミナー等への参加 4,450

・ 体験型修学旅行受入事業 6,702

・ 国際交流事業 1,613

・ 地域おこし協力隊事業 29,699

・ 多文化共生推進プランの策定 （3,602）

・ まちづくり団体支援事業補助金（地域提案型事業補助金） 2,800

■地域おこし協力隊事業

都市部在住の意欲ある人材を「地域おこし協力隊」として登用し，地域の活性化や課題解決の支援を
図る。

■外国人市民交流事業

国籍や民族の異なる人々が文化的な違いを認め，対等な関係を築こうとしながら，相互が共存・協働
のまちづくりを進めるための方向性を示す推進プランを策定する。

■まちづくり推進事業

まちづくり活動に資する事業提案に対し，支援を行う。

■国際交流事業

東京オリンピック，パラリンピックのホストタウンに登録したギリシャ共和国と引き続き交流を行う。

◆多様な人材の活動促進

■交流定住促進事業

移住交流拠点施設フウドを活用した空き家バンク，移住相談，コワーキングスペースの運営などを行
い，定住促進や人材交流を図る。

移住・定住セミナーへの参加等により，移住者への情報提供を行う。また定住支援のための補助を行
う。

◆本市との縁の深化
■企画調整事業

首都圏で活動する団体や，広島市など近隣市町在住者を対象に情報発信や交流促進を行い，江田
島ファンのネットワークづくりを図る。

広島広域都市圏（広島市外24市町），広島中央地域連携中枢都市圏（呉市外7市町）で連携した事
業を行う。

■体験型修学旅行受入事業

体験型修学旅行の受入れによる民泊家庭での家業体験や体験プログラムを通じた交流を推進する。

■観光施設維持管理事業

市内観光施設の維持管理を行う。

◆本市への来訪の促進
■広報広聴事業

広報紙の発行，ホームページ，ＳＮＳ，広報大使等を活用し，市内外に対する本市の情報発信を行う。

■観光振興事業

観光振興に取り組む観光戦略チーム「一歩」のアイデアが活かされた体験型コンテンツを集め，「えたじ
ま　ものがたり　博覧会」を開催する。

江田島市カキ祭，オータムフェスタ江田島，江田島湾海上花火大会，SEA TO SUMMITなどの各種イ
ベントを開催する。

市観光協会の活動に対し，支援を行う。

新

・ 子育て世代包括支援センター管理運営事業 11,000

・ ファミリーサポート事業 （2,593）

・ 妊産婦健康診査費用助成金，妊産婦健康診査交通費等助成金 17,322

・ 不妊治療費助成金 1,675

・ 産前・産後支援事業 440

・ 児童虐待防止対策事業 10,656

・ 子ども家庭総合支援拠点機能の整備 0

・ 通学定期券購入補助金 24,020

・ 放課後児童健全育成事業 56,599

・ 特色ある保育事業 325

・ 認定こども園きりくし新築工事 283,662

・ 外国語指導派遣業務，英語検定費用助成金 14,370

・ 大柿高等学校活性化補助金，魅力化補助金 15,917

・ 里海学習推進事業 2,428

■里海学習推進事業

自然体験活動や自然環境保全への関心を高める活動を行う。

各認定こども園が地域の特色や園独自の取り組みなど，特色を活かした保育に取り組む。

認定こども園きりくしを（仮称）切串交流プラザと一体的に整備し，地域で子育てを見守る環境をつくる。
【継続費】

■国際教育事業

外国語に慣れ親しむことで，国際感覚を養うため，外国語指導助手を派遣するとともに，中学生の英語
力の向上を図るための英語検定受験費用を補助する。

■大柿高等学校サポート事業

大柿高等学校の活性化を図るため，公営塾の運営や通学支援のための路線バス定期代の補助，市
外生徒の下宿に要する経費などを支援する。

■定住促進通学費支援事業

通学費用の補助による子育て世帯の負担軽減，定住促進，教育機会の均等などを図る。

■放課後児童健全育成事業

就労などにより保護者がいない小学生に対し，適切な遊びや生活の場を提供し，児童の健全な育成を
図る。

◆島の文化や環境，地域力を生かした保育・教育の展開
■保育施設管理運営事業

不妊治療等に対する支援を行う。

助産師の個別相談，産後ケア等による支援を行う。

■児童虐待防止対策事業

管内に所在する全ての子どもとその家族及び妊産婦を対象に，その福祉に関して必要な支援に係る業
務を行う拠点を整備し，児童虐待防止支援を強化する。【非予算】

早産等の未熟児に対する医療費の支援を行う。

◆出産や子育てしやすい環境の構築，子育てサポート
■子育て世代包括支援センター管理運営事業

子育て期の切れ目のない支援を提供する拠点として施設を運営する。にこ♡にこひろばの開催による子
育て世代のつながりづくりを支援する。

子育てのサポートを希望する人と受入れ可能な人とのマッチング等による子育て世代を支援する。

■母子保健事業

妊産婦の健康診査に対する費用を助成する。

児童虐待防止への普及啓発，相談や支援を行う。

拡

・ 健康増進事業 3,226

・ 生活習慣病健診事業 32,251

・ 新型コロナウイルス感染症予防対策事業 49,127

・ 緊急通報体制整備委託，生活援助サポート事業 1,441

・ 介護予防教室の実施 3,767

・ え・た・じ・マイレージポイント事業の実施 10,195

・ 介護予防コンテンツ作成事業 1,963

・
・

市シルバー人材センター補助金
市老人クラブ補助金

21,339

高齢者の活動団体に対し，支援を行う。

■一般介護予防事業【介護保険（保険事業勘定）特別会計】

介護予防活動の普及・啓発を行うため，介護予防教室を実施する。

百歳体操や住民主体の通いの場などに参加した人にポイントを付与し，たまったポイントに応じて，百歳
体操に使用する重り・バンドやふるさと産品等と交換できるマイレージポイント事業を継続して実施する。

住民主体の通いの場などで気軽に行える市独自の体操を作成し，映像コンテンツを配布して普及啓発
を図る。

◆高齢者が地域で活躍できる場・機会の確保
■高齢者在宅福祉事業

■生活習慣病健診事業

生活習慣病健診，がん検診の集団健診・個別健診を実施する。

■新型コロナウイルス感染症予防対策事業

新型コロナウイルス感染症予防対策として，ワクチン接種を実施する。

■高齢者在宅福祉事業

高齢者の日常生活の安全安心を図るため，緊急通報体制を整備する。また日常生活でのごみ出しな
どの生活援助サポート事業に対し，補助を行う。

◆健康な暮らしを営むための保健事業と介護予防
■健康増進事業

生活習慣病予防教室，運動教室の開催。新たに糖尿病予防を目的とした教室を実施する。

拡

新

・ 広報広聴事業 13,045

・ 「えたじま　ものがたり　博覧会」等事業 15,000

・ 各種イベントの開催 8,660

・ 市観光協会補助金 18,583

・ 観光施設維持管理事業 48,061

・ 東京江田島ファン倶楽部，江田島市応援隊 1,018

・ 広域連携事業 671

・ 交流定住促進協議会補助 6,799

・ 移住・定住支援補助金，定住セミナー等への参加 4,450

・ 体験型修学旅行受入事業 6,702

・ 国際交流事業 1,613

・ 地域おこし協力隊事業 29,699

・ 多文化共生推進プランの策定 （3,602）

・ まちづくり団体支援事業補助金（地域提案型事業補助金） 2,800

■地域おこし協力隊事業

都市部在住の意欲ある人材を「地域おこし協力隊」として登用し，地域の活性化や課題解決の支援を
図る。

■外国人市民交流事業

国籍や民族の異なる人々が文化的な違いを認め，対等な関係を築こうとしながら，相互が共存・協働
のまちづくりを進めるための方向性を示す推進プランを策定する。

■まちづくり推進事業

まちづくり活動に資する事業提案に対し，支援を行う。

■国際交流事業

東京オリンピック，パラリンピックのホストタウンに登録したギリシャ共和国と引き続き交流を行う。

◆多様な人材の活動促進

■交流定住促進事業

移住交流拠点施設フウドを活用した空き家バンク，移住相談，コワーキングスペースの運営などを行
い，定住促進や人材交流を図る。

移住・定住セミナーへの参加等により，移住者への情報提供を行う。また定住支援のための補助を行
う。

◆本市との縁の深化
■企画調整事業

首都圏で活動する団体や，広島市など近隣市町在住者を対象に情報発信や交流促進を行い，江田
島ファンのネットワークづくりを図る。

広島広域都市圏（広島市外24市町），広島中央地域連携中枢都市圏（呉市外7市町）で連携した事
業を行う。

■体験型修学旅行受入事業

体験型修学旅行の受入れによる民泊家庭での家業体験や体験プログラムを通じた交流を推進する。

■観光施設維持管理事業

市内観光施設の維持管理を行う。

◆本市への来訪の促進
■広報広聴事業

広報紙の発行，ホームページ，ＳＮＳ，広報大使等を活用し，市内外に対する本市の情報発信を行う。

■観光振興事業

観光振興に取り組む観光戦略チーム「一歩」のアイデアが活かされた体験型コンテンツを集め，「えたじ
ま　ものがたり　博覧会」を開催する。

江田島市カキ祭，オータムフェスタ江田島，江田島湾海上花火大会，SEA TO SUMMITなどの各種イ
ベントを開催する。

市観光協会の活動に対し，支援を行う。

新



暮らしの基盤整備

ＤＸの推進

その他事業

①教育・文化

・ 小中学校施設維持管理事業 150,841

・ 小中学校施設整備事業 64,753

・ 文化・芸術振興事業 6,115

・ 図書館管理運営事業 70,262

・ ふるさと再発見事業 1,759

・ マラソン大会，市民スポーツ大会補助 3,180

・ 給食センター統合事業 48,512

②産業・観光

・ 農業用施設維持管理事業 71,121

・ 林道維持管理事業 8,094

・ 水産業施設維持管理事業 25,647

・ 旧能美海上ロッジ解体事業 150,707

③福祉・保健

・ 第4次地域福祉計画策定に伴うアンケート調査 2,788

・ 生活困窮者自立支援事業 15,333

・ 障害者自立支援事業 664,609

・ 障害者地域生活支援事業 52,915

・ 救急医療確保支援事業 8,205

④生活・環境

・ 人権啓発一般事業 12,064

・ 海岸漂着物等清掃業務 6,500

・ 合併浄化槽設置補助金 25,770

・ 家庭一般廃棄物収集運搬事業 308,668

・ 施設運転業務の民間委託 （15,000）

・ 環境施設の長寿命化計画策定 17,159

⑤安全・安心

・ 迷惑電話防止機器購入補助 500

・ 防犯一般事業 5,639

・ 防犯外灯管理運営事業・整備事業 24,512

・ 体験型防災アトラクションの実施 2,346

■防災事業

災害発生時の様々な状況を体感しながら，防災教育の支援の充実と地域防災活動に参加する人材を
育成する。

市直営で業務を行っている前処理センターの運転業務を民間委託に移行する。

■消費者行政活性化事業

特殊詐欺防止のため，迷惑電話防止機能のついた電話機購入に対し補助する。

■防犯対策事業

安全安心のまちづくり推進のため，警察や関係機関と連携し，防犯活動を行う。

安全安心のまちづくり推進のため，防犯外灯の維持管理・整備を行う。

下水道区域外等の水洗化を促進するため，合併浄化槽の設置を支援し，水質の保全を図る。

■家庭一般廃棄物収集運搬事業

ごみ等の収集業務とともに，ごみの資源化や環境保全の推進を図る。

■葬斎センター管理運営事業　外

葬斎センター，前処理センター，リレーセンター，環境センターの施設長寿命化計画を策定する。

■前処理センター管理運営事業

障害者の地域生活支援を行う。

■救急医療確保支援事業

在宅当番医制度など救急患者を適切な医療機関で受け入れできる体制を確保する。

■人権啓発一般事業

人権啓発プランに基づき，人権啓発への取組を推進する。

■環境衛生一般事業

市内の海岸に漂着する海岸漂着物の清掃を行う。

地域福祉計画策定に向けたアンケート調査を実施する。

■生活困窮者自立支援事業

生活困窮者に対する自立相談，就労準備支援，家計改善支援などを行う。

■障害者自立支援事業

障害者の自立支援のための医療費給付、訓練等給付を行う。

■障害者地域生活支援事業

林道の維持管理を行う。

■水産業施設維持管理事業

水産業施設の維持管理を行う。

■宿泊施設事業【宿泊施設事業特別会計】

旧能美海上ロッジを解体する。【継続費】

■社会福祉一般事業

スポーツ活動への参加を促進するため，市民スポーツ大会，ＭＩＫＡＮマラソン，かきカキマラソンの開催
を支援する。

■給食センター統合事業

学校給食共同調理場の統合に向け，施設・設備を整備する。
統合目標：令和5年度

■農業用施設維持管理事業

農業用施設の維持管理を行う。

■林道維持管理事業

文化・芸術の創作発表の場と鑑賞の機会を提供するため，市美術展，県美展巡回展を開催するほ
か，コンサートを開催する。

■図書館管理運営事業

図書館の管理運営を行う。令和4年度は，大柿市民センターの建替に伴い，休館していた大柿
図書室を再開する。再開時期：10月頃。

■文化財保存・保護・活用事業

市民にふるさとの良さを再発見してもらう機会を提供する。
引き続き，海上自衛隊第一術科学校教育参考館の収蔵品を特別展示する。

■スポーツ推進事業

◆インフラや暮らしのセーフティネットその他，
　生活を営むための基盤整備

■小中学校施設維持管理事業・施設整備事業

小中学校施設の維持管理，整備を行う。

■文化・芸術振興事業
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・ 警防救助活動事業 1,991

・ 火災予防業務事業 8,318

・ 救急救命業務事業 2,719

・ 消防団員の確保と待遇改善 （35,310）

⑥基盤

・ 公共施設再編整備事業 645,012

・ 大柿市民センター新築整備 393,228

・ 航路補助 43,030

・ バス運行補助 67,450

・ 市公共交通協議会 17,719

・ 道路維持管理事業 112,502

・ 道路改良事業 69,147

・ 河川維持管理事業 69,200

・ 漁港事業 76,842

・ 港湾維持管理事業 29,025

・ 都市下水路維持管理事業 40,549

・ 排水機場維持管理事業 14,407

・ 公園維持管理事業 20,975

・ 住宅政策事業 22,998

・ 市営住宅維持管理事業 40,475

・ 市営住宅建設事業 75,922

・ 新船建造事業 225,000

・ 水道事業 1,380,600

・ 下水道事業 1,886,300

⑦地域

・ 市民センター管理運営事業 529,990

・ 集会所等管理運営事業 44,852

■集会所等管理運営事業

各地区の集会施設の管理運営を行う。

■水道事業【企業会計】

水道施設の維持管理を行う。県企業団設立に向けた準備費用，第2配水池等の整備，管路の更新を
行う。

■下水道事業【企業会計】

汚水処理施設の維持管理，施設の更新を行う。
公共下水道事業，特定環境保全公共下水道事業，農業集落排水事業

■市民センター管理運営事業

各地区の地域づくりの拠点として市民センターの管理運営を行う。

空き家等の適正な管理，活用を図る。
空き家対策補助金の見直しを行う。

■市営住宅維持管理事業・市営住宅建設事業

市営住宅の維持管理を行う。

市営住宅の大規模改修，除却などを行う。

■交通船事業【交通船事業特別会計】

老朽化した市所有船舶を更新するため，高速船を建造する。【継続費】

■都市下水路維持管理事業・排水機場維持管理事業

都市下水路ポンプ場の維持管理を行う。

排水機場の維持管理を行う。

■公園維持管理事業

公園の維持管理を行う。

■住宅政策事業

市道の改良を行う。

■河川維持管理事業

河川の維持管理を行う。

■漁港事業・港湾維持管理事業

漁港施設の維持管理を行う。

港湾施設の維持管理を行う。

■生活交通維持対策事業

生活航路の維持のため、運航経費の一部を補助する。

市内のバス路線網の維持のため生活交通路線維持補助を行う。

交通対策についての協議，おれんじ号の運行，利用促進事業などを行う。

■道路維持管理事業・道路改良事業

市道の維持管理を行う。

■消防団活動事業

消防団員確保，組織の活性化に向け，処遇改善を行うため，報酬等の見直しを行う。

■公共施設再編整備事業

地域活動の拠点となる交流プラザ等の集会施設の再編整備を行う。
飛渡瀬，切串：新築工事【継続費】，柿浦：新築工事設計　外

■大柿市民センター管理運営事業

大柿地区のまちづくりの拠点として，市民センターを整備する。【継続費】
令和4年秋完成予定

■消防活動事業

各種災害に迅速・確実な消防活動を行い，市民の安全安心を確保する。

消防法令に基づく審査・検査事務及び火災予防普及啓発活動を行う。

救急業務を円滑に行い，市民の安全安心を守る。

拡
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・ デジタルチャレンジ事業
ＣＩＯ補佐官の設置

（2,480）

・ ＤＸ推進本部の設置，デジタルビジョン（仮称）の策定 0

・ ＩＣＴ支援員の設置 3,242

■事務局一般管理事業

学校におけるＩＣＴ機器の運用，トラブル対応等に当たるＩＣＴ支援員を設置する。

◆デジタル技術の積極的な活用
■情報管理事業

ＩＴ・デジタル分野に関する専門的な知識・スキルなどを有する人材をＣＩＯ補佐官として雇用する。

ＤＸの全庁的な取組に向けた体制の整備を図る。【非予算】
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・ 地籍調査事業 525

■地籍調査事業

地籍の明確化を図るため，地籍調査未実施地域の調査を実施（再開）する。令和4年度は全体計画を
策定する。

新


