
● 令和４年度当初予算の新規事業・拡充事業・変更事業 

  ・新規事業 ３０件 

  ・拡充事業  ９件 

  ・変更事業  ３件 

 

（１）新規事業 

事 業 名 金  額 内  容 

個別避難計画作成モデル事業

謝礼 
35万円 

避難行動要支援者の個別避難計画策定に向けて、

市内の介護や福祉事業所との連携によるモデル

事業を行う。 

企業版ふるさと納税事業費 30万円 
令和 4 年度より企業版ふるさと納税を推進する。

（200 万円を目標とする）。 

学校跡地活用計画策定業務委

託料 
600万円 

学校跡地検討委員会での方針を基に、旧山川東部

小、旧竹海小、旧上庄小のプランニングを策定す

る。 

本郷小学校跡地活用設計業務

委託料 
3,500万円 

令和 3年度に策定した基本計画を基に、筑後広域

公園と連携した本郷小学校跡地の実施設計を行

う。 

コミュニティバス購入費 2,200万円 
走行距離によるコミュニティバスの老朽化に伴

い、バス 2台（乗客定員 25人乗り）を更新する。 

シティプロモーション事業費 565万円 
新たなシティプロモーション計画を策定し、本市

の魅力を発信し、知名度向上を図る。 

会議録作成支援システム導入

事業費 
121万円 

会議録作成業務について、AI 音声認識システム

を導入する（2ライセンス）。 

総合市民センター管理費 5,515万円 

本年 10月開館する総合市民センター「MIYAMAX」

の施設管理費。また、開館式典の委託を行う（令

和 4年 9 月予定）。 

新マイナポイント受付等業務

委託料 
1,300万円 

マイナポイント（第 2弾）登録への対応とキャッ

シュレス決済へのポイント付与をサポートする

体制を整備する。 



事 業 名 金  額 内  容 

放課後児童クラブ施設整備工

事費 
5,100万円 

統合小学校の放課後児童クラブとして活用する

ため、現二川放課後児童クラブの施設を増築す

る。 

保育所等整備事業費補助金 2億 4,504万円 
開保育園園舎改築工事及びひがしやまあいじえ

ん園舎大規模修繕に対し助成する。 

保育対策総合事業補助金 413万円 
業務のＩＣＴ化や睡眠中の事故防止対策に必要

な費用の一部を助成する。 

産後ケア事業委託料 160万円 
出産後の母親の心身の回復と育児不安解消のた

めサポート体制の充実を図る。 

健康推進ボランティア養成事

業委託料 
20万円 

健康推進ボランティアを養成し、地域の健康づく

り活動の活性化を図る。 

ゼロ・カーボンシティ推進事業

費 
110万円 

地球温暖化対策実行計画に基づく事業の進捗管

理を行うとともに、環境教育やゼロカーボン講座

を開催し、ゼロカーボンマイスター育成等に取り

組む。 

さくらねこ事業活動補助金 10万円 

旧みやま清掃センターの事務所を利用し、さくら

ねこ不妊手術事業に取り組み、ワンヘルスの推進

を図る。 

省エネ普及支援事業費 75万円 

ゼロカーボンシティの実現に向けて、市内事業者

へのセミナーの開催や、省エネ相談・診断事業を

推進し、省エネ設備更新へつなげるための支援を

行う。 

旧みやま市清掃センター 

解体基本・実施設計等委託料 
1,300万円 

旧みやま市清掃センターの解体のための事前調

査及び基本設計等を行う。 

道の駅駐車場整備事業費 4,440万円 
駐車場不足による混雑解消を図るため、道の駅み

やま西側に駐車場を整備する（67台）。 



事 業 名 金  額 内  容 

農業防災減災事業費補助金 200万円 

災害による農業用施設の被害を防止するため、防

油提、浸水防止壁等を設置する農業者を支援す

る。 

ため池等浚渫事業費 6,550万円 
ため池・クリークの洪水調整機能を修復し、貯水

量を確保するため、堆積土砂の浚渫工事を行う。 

新規就農者育成支援対策事業

補助金 
300万円 

新規就農者に対し、機械等を導入するための支援

や、指導を行う農業者（里親）に対し助成する（市

単独事業）。 

農地中間管理機構関連農地整

備事業負担金 
750万円 

山川町甲田地区において、生産量の向上や高品質

なみかん栽培を推進するための県営事業負担金。

事業費の 7.5％を負担する。 

農業農村整備事業補助金 3,063万円 

農業継続に向けた環境を整えるため、国の農地耕

作改善事業交付金を活用して、法人岩田の暗渠排

水事業に対し助成する。 

江浦漁港泊地浚渫工事費 3,000万円 
有明海特有の干満差による泥土の堆積に対し、泊

地浚渫工事を行う。 

ブランディング協議会運営業

務委託料 
150万円 

ブランディング協議会を設立し、事業者への商品

開発の支援やブランド認定を行う。 

住宅長寿命化対策工事費 2,233万円 
下小川団地エレベーター耐震対策や山川団地浴

室改修工事を行う。 

救助工作車購入費 1億 3,500万円 
迅速で効果的な救助体制を構築するため、救助工

作車 1台を更新する。 

ワンヘルス教育推進事業費 25万円 
出前授業や動物とのふれあいを通し、ワンヘルス

教育の推進を図る。 

柳川・みやまホストタウン交流

事業連絡協議会負担金 
10万円 

柳川市と共同により、オセアニア諸国オリンピッ

ク団事後交流（WEB 交流等）を行う。 

 



（２）拡充事業 

事 業 名 金  額 内  容 

地域公共交通活性化協議会負

担金 
683万円 

コミュニティバスのルート等の見直しを行うた

め、地域公共交通活性化協議会において、地域公

共交通計画を策定する。 

若者移住・定住通勤定期利用支

援金 
484万円 

若者の移住定住、駅の利用促進並びに脱炭素の取

組を推進するため、本市より通勤する 35 歳以下

の市民に定期購入費用を最大 3年間助成する。 

子ども家庭支援員報酬 813万円 

相談件数の増加に対応するため、さらなる支援体

制の充実を図り、子どもと家庭の子育て全般に関

わる相談に対処する。 

子育て支援拠点事業委託料 1,108万円 

地域子育て支援の拠点としてつどいの広場事業

を実施。10 月以降はつどいの広場の活動を総合

市民センターに移し、併せて日祝日にキッズルー

ムを開放する予定。 

新規就農者育成総合対策事業

補助金 
3,825万円 

農業を新たに始める人を国・県の補助制度を活用

して支援する（補助事業）。 

有害鳥獣緊急駆除謝礼 210万円 

イノシシ等を緊急駆除する際の謝礼。ワナによる

駆除（1基あたり 2万円）に加え、補助駆除員に

対し 1頭あたり 2,000 円の謝礼を追加する。 

中小企業融資預託金 1億 5,000万円 
コロナ禍で経営状況が厳しい企業に対し支援の

拡充を図り、地域経済の再生に努める。 

空き家バンク成約奨励金 150万円 

空き家バンク登録物件が成約（売買、賃貸）した

際に、所有者（登録者）に対し 5万円の奨励金を

交付する。さらに、0円で空き家バンクに登録し

取引した場合、成約奨励金を上乗せする。 

外国語指導等業務委託料 957万円 
ネイティブな英語に触れ、グローバル人材の育成

を図るため、外国人講師を小中学校へ派遣する。 

 

 



（３）変更事業 

事 業 名 金  額 内  容 

高齢者運転免許証自主返納助

成金 
1,101万円 

高齢者の運転による事故防止を図るため、運転免

許証の自主返納を支援する。年齢 70 歳以上の方

等に、返納申請時に一括して 6万円を助成し、有

効期間を 3年間とする。 

敬老祝金 1,224万円 

敬老祝金の年齢を集約し、祝金の額を増額する。 

88 歳…30,000 円、100 歳…50,000 円、101 歳以

上…20,000円。 

給食費助成費 2,767万円 

子育て世代の経済的負担軽減を図るため、助成対

象を第 1 子まで拡充し、補助額については一人あ

たり上限 1,000 円／月とする。 

 

（４）その他大規模事業 

事 業 名 金  額 内  容 

統合小学校建設事業費 10億 689万円 

引き続き統合小学校建設に伴う二川小学校仮設

校舎を賃借し、校舎の改築改修工事を行う。統合

後の通学のため、スクールバス 4台を購入する。 

下庄雨水ポンプ場設備改修工

事費 
2億 2,500万円 

老朽化した下庄雨水ポンプ場の改修工事費。令和

3 年度より 4 ヶ年で行う。 

急傾斜地崩壊対策工事費及び

がけ崩れ対策工事費 
1億 2,000万円 

山川町河原内、真弓地区の急傾斜地崩壊対策及び

瀬高町本吉地区のがけ崩れ対策工事を行う。 

強い農業づくり総合支援事業交

付金、産地生産基盤パワーアッ

プ事業補助金 

4億 9,868万円 

JA 南筑後の改修に対する助成金。 

・瀬高カントリー改修工事 

・山川選果場増設工事 

 

（５）新型コロナ対策支援事業 

事 業 名 金  額 内  容 

がんばりグッチョ・全力応援事

業（第１弾） 
8,882万円 別紙のとおり。 

 


