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一般会計主要事業の概要 （単位：千円）

※枠外の事業費は内数のため、合計が一致しない場合があります。

事業名 令和４年度
予　 算 　額

令和３年度
予 　算　 額

比較

1 議会費款

1,58622,14523,731一般事務費

23,731一般事務費 22,145 1,586

議会行政視察費
議員研修費
オンライン会議システム運営委託費
議会インターネット中継映像配信保守委託費
議会会議録調製委託費
ペーパーレス議会システム運用業務費　他

2 総務費款

△1,03632,35331,317特別職人件費

31,317特別職人件費 32,353 △1,036

特別職　2人(市長10％、副市長5％減額)

6,70610,10416,810行政改革費

16,220公共施設マネジメント推進費 9,646 6,574

公共施設マネジメント計画実行計画（第2期）
策定支援業務　(令和3年度～令和5年度)
(新)(仮)文化会館等あり方検討市民委員会委員報酬　15人
公共施設適正化推進市民委員会委員報酬　8人
藤原総合文化会館検討専門部会委員報酬　14人
公共施設建築物等法定定期点検業務委託費　他

5060506広聴事業費

506広聴事業費 0 506

市民意識アンケート調査事業費

△140,026350,321210,295ふるさと日光応援基金積立金

210,000ふるさと日光応援基金積立金 350,000 △140,000

ふるさと日光応援基金積立金
　※寄附金額から返礼品等の経費を控除した額を積立

△2234,7174,494企画調整費

4,494企画調整費 4,717 △223

(新)政策アドバイザー委託費(日光みらい研究所)
(新)プロスポーツクラブとの官民連携事業委託費
大学連携共同調査研究事業委託費　他

△116,09716,096市民との協働のまちづくり推進事業費
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事業名 令和４年度
予　 算 　額

令和３年度
予 　算　 額

比較

153市民との協働のまちづくり推進事業費 470 △317

(新)シンポジウム開催事業費　

21,03185,703106,734地方鉄道等支援事業費

106,734地方鉄道等支援事業費 85,703 21,031

野岩鉄道経営安定化補助金
野岩鉄道鉄道軌道安全輸送設備等整備事業補助金
わたらせ渓谷鐵道運行維持費補助金
わたらせ渓谷鐵道鉄道軌道安全輸送設備等整備事業補助金
みどり市鉄道経営対策事業基金拠出金
(新)文挾駅トイレ設備改修工事費　他

13,759013,759(新)ＤＸ推進事業費

13,759ＤＸ推進事業費 0 13,759

ＤＸ推進外部人材登用費
ＡＩ－ＯＣＲ及びＲＰＡ（作業自動化サービス)導入費
公共施設予約システム導入費
リモートロックシステム導入費
高齢者向けスマホ教室開催費　他

20,860020,860(新)新しい働き方推進事業費

20,860新しい働き方推進事業費 0 20,860

日光の新しい働き方推進協議会アドバイザー報償費
日光の新しい働き方推進の周知啓発・モニター
ツアー事業業務委託費
日光の新しい働き方推進事業費補助金
ワーケーション実施支援事業補助金※　他
※2款1項17目(ワーケーション推進事業費)から移行

26,795175,270202,065ふるさと日光応援事業費

202,065ふるさと日光応援事業費 175,270 26,795

ふるさと日光応援寄附金謝礼品事業費　
ふるさと日光応援寄附金ＰＲ事業費
企業版ふるさと納税寄附金獲得に向けた中間支援事
業者への委託費　他

12,1436,04418,187シティプロモーション事業費

18,187シティプロモーション事業費 6,044 12,143

(新)「NEW DAY,NEW LIGHT.日光」認知拡大事業費　
(新)新たなコンテンツ（チョコレート）を活用し
　　たプロモーション事業費　他

465,574213,225678,799電子自治体推進事業費
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事業名 令和４年度
予　 算 　額

令和３年度
予 　算　 額

比較

678,799電子自治体推進事業費 213,225 465,574

(新)情報セキュリティ対策強化システム再構築費
(新)情報システム基盤更新事業費
光ブロードバンド維持管理事業費
公衆無線ＬＡＮ利用促進事業費
社会保障・税番号制度（マイナンバー）事業費　他

2,12502,125人権対策推進事業費

2,125人権対策推進事業費 0 2,125

※3款1項1目（社会福祉総務費）、
　3款1項5目（人権対策費）から移行
人権施策推進審議会委員報酬　15人
子どもの権利委員会委員報酬　15人
社会を明るくする運動啓発事業費
人権の花運動事業費
スポーツ団体と連携した人権啓発活動事業費
（新）LGBTQの理解推進事業費　他

△38,91998,75959,840行政センター維持管理費

32,537日光行政センター維持管理費 14,265 18,272

庁舎等維持管理費
旧庁舎等活用事業費
研修センター解体工事費　他

10,89781711,714コミュニティセンター維持管理費

4,033南原地区コミュニティセンター維持管理費 817 3,216

コミュニティセンター維持管理費
(新)コミュニティセンター改修事業費
　（歩道敷設、おもいやり駐車スペース設置等）

△1,40617,62616,220交通安全対策推進事業費

4,692交通安全対策事業費 4,831 △139

交通安全教室用啓発物品購入費
高齢者運転免許証自主返納支援補助金
交通安全協会事業費補助金　他

△1,137225,201224,064生活路線バス対策費

224,064生活路線バス対策費 225,201 △1,137

地域公共交通会議委員報酬　22名
(新)地域公共交通計画策定業務負担金
生活バス路線運行費負担金及び補助金
地域内交通運行事業費補助金
低床バス整備費補助金　他

△5,68614,6548,968地域まちづくり事業費
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事業名 令和４年度
予　 算 　額

令和３年度
予 　算　 額

比較

3,435地域まちづくり事業費 1,159 2,276

市民主体のまちづくり事業費
日光和楽踊り開催費補助金
足尾町納涼祭補助金
足尾まつり補助金　他

△12020,92020,800まちづくり活動支援事業費

20,800まちづくり活動支援事業費 20,920 △120

市民団体活動支援事業費補助金
自治会活動支援事業費補助金

△11,36438,82427,460地域おこし協力隊事業費

27,460地域おこし協力隊事業費 34,799 △7,339

地域おこし協力隊報酬
　日光地域：1人、藤原地域：2人、
　足尾地域：1人、栗山地域：2人
活動用車両借上料
地域力強化活動支援補助金　他

△11,24634,98523,739集会所維持管理費

23,739集会所維持管理費 34,985 △11,246

集会所改修工事費
　芹沢生活改善センター
　小原地区多目的集会所
　大原地区集会所
　若間集会所
集会所解体工事費
　旧唐風呂集会所
集会所維持管理費

01,5001,500日光明峰高等学校支援事業費

1,500日光明峰高等学校支援事業費 1,500 0

日光明峰高等学校魅力向上事業費　他

68,000068,000プレミアム付き共通商品券発行事業費

68,000プレミアム付き共通商品券発行事業費 0 68,000

総発行部数20,000組(額面総額260,000千円)の
プレミアム分30％(60,000千円)及び発行事務費補助金

338328666新型コロナウイルス感染症対策事務費

666新型コロナウイルス感染症対策事務費 328 338

新型コロナウイルス関連チラシ印刷製本費
新型コロナウイルス関連チラシ新聞折込手数料　他

5,00005,000日光手打ちそばめぐり開催事業費
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事業名 令和４年度
予　 算 　額

令和３年度
予 　算　 額

比較

5,000日光手打ちそばめぐり開催事業費 0 5,000

日光手打ちそばスタンプラリー開催事業費補助金

33,3209,73443,054総合戸籍システム管理費

43,054総合戸籍システム管理費 9,734 33,320

(新)戸籍総合システム更新事業費
戸籍総合システム保守委託費

△51,12689,57338,447住民情報システム管理費

33,146住民情報システム管理費 83,869 △50,723

会計年度任用職員　6人
(新)マイナンバーカード出張申請サポート委託費
清滝郵便局事務委託費
住民基本台帳システム等保守委託費　他

52,229052,229参議院議員通常選挙費

24,228参議院議員通常選挙費（投票事務） 0 24,228

令和4年7月25日任期満了に伴う選挙執行費
投票事務費

11,020011,020栃木県議会議員選挙費

2,008栃木県議会議員選挙費（公設ポスター掲示場） 0 2,008

令和5年4月29日任期満了に伴う選挙執行費
公設ポスター掲示に係る事務費

57,88223,74081,622日光市議会議員選挙費

16,314日光市議会議員選挙費（投票事務） 1,795 14,519

令和4年4月22日任期満了に伴う選挙執行費
投票事務費

1,95901,959小来川財産区議会議員選挙費

1,959小来川財産区議会議員選挙費 0 1,959

令和4年10月23日任期満了に伴う選挙執行費

3 民生費款

△24,000186,000162,000社会福祉協議会補助金

162,000社会福祉協議会補助金 186,000 △24,000

人件費、法人後見事業費、中山間地域介護サービス
支援事業費補助金

110,1271,967,0442,077,171障がい福祉サービス費給付費
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事業名 令和４年度
予　 算 　額

令和３年度
予 　算　 額

比較

2,040,103障がい福祉サービス費 1,935,064 105,039

障害者総合支援法による障がい福祉サービス費
　居宅介護（ホームヘルプ）、施設入所支援
　生活介護、就労移行支援、就労継続支援　他
児童福祉法による障がい児支援給付費
　児童発達支援、放課後等デイサービス、
　医療型児童発達支援　他

△1,09294,24893,156地域生活支援事業費

25,291障がい者相談支援事業費 25,001 290

障がい者自立支援協議会開催費
　協議会委員　27人
障がい者相談支援事業委託費
障がい者基幹相談支援事業委託費
障がい者虐待防止対策事業委託費

3,0009003,900障がい福祉施設整備事業費

3,900障がい福祉施設整備事業費 900 3,000

施設整備事業費補助金　1施設
施設賃借料補助金　　　3施設

87,9875,51493,501高齢者福祉施設整備事業費

93,501高齢者福祉施設整備事業費 5,514 87,987

栃木県地域医療介護総合確保基金事業
　認知症高齢者グループホーム等整備費補助金
　認知症高齢者グループホーム等開設準備補助金
特別養護老人ホーム借入金利子相当分補助金　他

△13,866326,246312,380児童福祉事業費

33,228児童虐待対策費 33,277 △49

要保護児童対策地域協議会委員報酬　 11人
会計年度任用職員報酬（家庭相談員）　3人
子育て短期支援事業委託費
家庭児童相談室相談業務委託費
育児支援家庭訪問事業委託費
子どもの居場所づくり事業委託費
子育て応援セミナー開催費
児童虐待防止支援者向け講座開催費　他

24,545024,545(新)保育園施設整備事業費

24,545今市地域保育施設等適正配置事業費 0 24,545

今市地域保育施設等新築に伴う調査・設計委託費　他

60,363256,614316,977放課後児童健全育成事業費
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事業名 令和４年度
予　 算 　額

令和３年度
予 　算　 額

比較

316,977放課後児童クラブ運営費 256,614 60,363

放課後児童クラブ運営委託費　48クラブ
　委託先：シルバー人材センター、ＮＰＯ法人等
放課後児童クラブ保護者負担金減免補助金
(新)第三者評価受審委託費
(新)旧野口っ子クラブ解体工事費
(新)むんつけら児童クラブ建設費補助金

20,22359,48979,712生活困窮者自立相談支援事業費

79,712生活困窮者自立相談支援事業費 59,489 20,223

(新)自立相談、家計改善、就労準備支援事業委託費
会計年度任用職員報酬
　生活保護就労支援員　　　　　　　4人
　生活保護適正化事業　医療担当員　1人
子どもの学習支援事業委託費
（居場所づくり業務、学力向上業務、中退防止支援業務）
ひきこもり対策推進事業委託費　他

7,44007,440新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金事業費

7,440新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金事業費 0 7,440

新型コロナウイルス感染症の長期化に伴い、さらな
る貸付を利用できない生活困窮者への自立支援金

4 衛生費款

124,85561,121185,976救急医療対策事業費

171,468救急医療対策事業費 61,121 110,347

救急医療運営協議会委員報酬　12人
小児救急医療部会委員報酬　　24人
小児救急医療施設運営費負担金
休日急患歯科診療業務委託費　　休日70日
病院群輪番制病院運営費補助金　休日・夜間437日
救急患者受入事業費補助金
(新)救急医療機関運営費補助金　他

44,953186,094231,047予防接種事業費

231,047予防接種事業費 186,094 44,953

子育てワンストップサービス運用経費
予防接種モバイルサービス運用委託費
予防接種委託費
　ロタウィルス・ヒブ・小児用肺炎球菌・Ｂ型肝
　炎・ＢＣＧ・四種混合・ＭＲ混合・水痘・二種混
　合・日本脳炎・子宮頸がん・風しん・高齢者等の
　インフルエンザ・高齢者用肺炎球菌・おたふくか
　ぜ・小児～高校生までのインフルエンザ・成人風
　しん・成人風しん（ＭＲ）

△1,2695,0573,788新型コロナウイルス感染防止対策事業費

3,788新型コロナウイルス感染防止対策事業費 5,057 △1,269

行政検査の対象とならなかった方のＰＣＲ検査費用
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事業名 令和４年度
予　 算 　額

令和３年度
予 　算　 額

比較

350,5460350,546新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費

350,546新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費 0 350,546

ワクチン接種委託料　他

6640664自宅療養者支援事業費

664自宅療養者支援事業費 0 664

自宅療養者への日用品支給事業費　他

△3,279300,105296,826こども医療対策費

296,826こども医療対策費 300,105 △3,279

こども医療対策費
　市単助成：1レセプト500円の自己負担分、食事療
　　　　　　養費及び中学1年生～高校3年生相当ま
　　　　　　での医療費

30,552030,552(新)気候変動対策事業費

30,552気候変動対策事業費 0 30,552

再生エネルギー導入に向けたゾーニング等
調査委託費　他

2,01880,84082,858環境美化事業費

68,118ごみ減量・資源化推進事業費 66,706 1,412

家庭ごみ有料化事業費
ごみ分別促進アプリ運営委託費
(新)食品ロス削減推進計画策定委託費
資源物回収団体報奨金、資源物回収業者助成金　他

△1,666,5231,687,51920,996リサイクルセンター整備事業費

20,996リサイクルセンター整備事業費（継続費） 1,687,519 △1,666,523

リサイクルセンター新粗大・不燃ごみ処理施設建設費

232,217885,7111,117,928クリーンセンター等維持管理費

904,848クリーンセンター維持管理費 687,430 217,418

包括運営管理業務委託費
周辺環境モニタリング調査委託費
放射性物質濃度測定分析業務委託費
(新)クリーンセンター運営管理アドバイザリー業務
　　委託費　
(新)計装・自動制御設備改修事業費

△8,94234,79325,851最終処分場維持管理費
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事業名 令和４年度
予　 算 　額

令和３年度
予 　算　 額

比較

25,851最終処分場維持管理費 34,793 △8,942

浸出水処理施設修繕費
不燃残渣最終処分業務委託費
浸出水処理施設水質分析費
浸出水処理施設点検業務委託費　
(新)最終処分場適正廃止に係る計画書作成委託費
(新)最終処分場容量測定業務委託費

5 労働費款

6411,3001,941就業支援対策費

1,941就業支援対策費 1,300 641

合同就職説明会・面接会開催費（2回）
就職応援ガイドホームページ運営費
若年者雇用創出奨励金
雇用創出奨励金

6 農林水産業費款

6924691,161農地調査農家基本台帳整備費

1,161農地調査農家基本台帳整備費 469 692

(新)農地調査タブレット通信費
農地行政システムサーバ等リース料及び
機器保守管理費　他

5,2213,7768,997地産地消・グリーンツーリズム推進事業費

5,992地産地消推進事業費 2,577 3,415

地産地消推進協議会委員報酬　17人
学校給食フレッシュ農産物利用促進事業費補助金
地産地消推進事業費補助金
(新)日光産コメ利用拡大創出事業費補助金

13,5493,03516,584新規就農・経営継承総合支援事業費

16,584新規就農・経営継承総合支援事業費 3,035 13,549

農業次世代人材投資事業費交付金
(新)新規就農者育成総合対策事業費交付金　他

2,13944,01846,157農業振興対策費

30,562生産振興対策事業費 28,464 2,098

園芸大国とちぎづくりフル加速推進事業費補助金
園芸作物生産施設等整備事業費補助金
大豆産地確立対策支援事業費補助金
そば産地育成のための機械及び施設導入事業費補助金
経営所得安定対策直接支払推進事業費交付金　他
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事業名 令和４年度
予　 算 　額

令和３年度
予 　算　 額

比較

2,669地域担い手育成支援事業費 1,565 1,104

担い手による集落営農推進事業費補助金
認定農業者協議会事業費補助金　
農村生活研究グループ協議会事業費補助金　他

7,73214,16421,896人・農地問題解決加速化支援事業費

21,896人・農地問題解決加速化支援事業費 14,164 7,732

人・農地プラン検討会委員報酬　6人
(新)人・農地プラン目標地図作成業務委託費
機構集積協力金交付事業
　経営転換協力金・地域集積協力金　他

5828,8299,411畜産振興対策事業費

9,411畜産振興対策事業費 8,829 582

乳用牛群能力検定業務委託費
乳用牛群改良推進事業費補助金
肉豚改良事業費補助金
和牛繁殖雌牛導入事業費補助金
牛アカバネ病等自衛防疫事業費補助金　他

40,07011,46051,530県営土地改良事業費

51,530県営圃場整備事業費 11,460 40,070

基礎調査事業費（実施予定箇所）
　轟地区、沢又地区
圃場整備事業費負担金（実施予定箇所）
　田川流域地区、山口地区、薄井沢地区
計画設計負担金（実施予定箇所）
　沢又地区
農業経営高度化支援事業調査・調整事業補助金　他

6,30018,10024,400県単農業農村整備事業費

24,400県単農業農村整備事業費 18,100 6,300

農道整備工事費（実施予定箇所）
　大桑地区　L=300m  W=4.0m
かんがい排水工事費（実施予定箇所）
　町谷地区　L= 45m  H=1.75m

010,00010,000市営農道舗装整備事業費

10,000市営農道舗装整備事業費 10,000 0

農道舗装新設事業費（実施予定箇所）
  山口地区　L=175m  W=5.0m

△1,94132,48530,544市単土地改良事業費

- 10 -



事業名 令和４年度
予　 算 　額

令和３年度
予 　算　 額

比較

29,968市単土地改良事業費 31,938 △1,970

農道舗装新設事業費（実施予定箇所）
　明神地区　L=120m  W=4.0m
　小林地区　L=180m  W=3.0m
原材料支給費（Ｕ字溝・Ｕ型水路）
かんがい排水整備補助金　他

29,30033,00062,300圃場整備地内幹線農道整備事業費

62,300圃場整備地内幹線農道整備事業費 33,000 29,300

幹線農道新設事業費（実施予定個所）
　測量・設計等委託費
　　矢野口地区、山口地区
　舗装新設工事費
　　矢野口地区　　L=500m  W=5.0m
　道路用地購入費
　　田川流域地区　A=10,500㎡

13,50033,30046,800農地耕作条件改善事業費

46,800農地耕作条件改善事業費 33,300 13,500

農業用水路整備事業費（実施予定箇所）
　水無・森友地区　L=377m

20,000020,000(新)水利施設等保全高度化事業費

20,000水利施設等保全高度化事業費 0 20,000

農業水利施設機能保全計画策定業務委託費
（実施予定箇所）
　大沢・塩野室地区　N=11箇所

33,24229,30162,543治山林道事業費

44,111治山林道事業費 12,604 31,507

(新)平沢芹沢線林道台帳更新業務委託費
林道流路工堆積土砂撤去委託費
林道維持補修事業費（実施予定路線）
　小沢入線　法面補修工　L=20.0m  W=4.0m
　沢向線　　路肩補修工　L=11.0m  W=3.6m
(新)林道改良事業費（実施予定路線）
　奥鬼怒線　法面改良工　L=29.0m　W=4.6m　他

37,2848,98146,265県営林道改良事業費

46,265県営林道改良事業費 8,981 37,284

県営林道改良事業費負担金（実施予定路線）
　奥鬼怒線　　　　 側溝工　　　L= 50.9m　W=7.0m
　　　　　　　　　 擁壁工　　　L= 60.0m　W=7.0m
　　　　　　　　　 防護柵工　　L=609.0m　W=7.0m
　　　　　　　　　 舗装工　　　L=240.0m　W=7.0m
　　　　　　　　　 路側改良工　L= 60.0m　W=7.0m
　アサズマ線　　　 擁壁工　　  L= 30.0m  W=4.0m
　赤井原線　　　　 橋梁修繕工　L= 38.5m　W=3.8m
　　　　　　　　　 排水施設工　L= 20.0m　W=3.6m
　西沢小沢入線　　 法面改良工　L= 31.0m　W=4.0m
　河原小屋三の宿線 舗装工　　　L=100.0m　W=4.0m

- 11 -



事業名 令和４年度
予　 算 　額

令和３年度
予 　算　 額

比較

7,5005008,000県単林道改良事業費

8,000県単林道改良事業費 500 7,500

森林路網整備事業費（実施予定路線）
　小沢入線　法面改良工　L=30.0m　W=4.0m

△3,8719,6405,769林業施設維持管理費

5,769林業施設維持管理費 9,640 △3,871

小来川農業集落多目的集会施設改修工事費
林業施設維持管理費　
　

20,24645,49565,741森林環境譲与税事業費

6,967人材育成・担い手確保事業費 3,820 3,147

(新)地域林政アドバイザー報酬　1人
林業就業者雇用促進奨励金
林業担い手育成支援事業費補助金　他

17,826木材利用・普及啓発事業費 11,005 6,821

｢日光の木｣利用促進事業費
　(新)プロモーション用グッズ作成業務委託費　他

7 商工費款

△48528,46527,980商工業振興対策費

5,680商業振興費 6,165 △485

商工業振興計画推進委員会委員報酬　11人
栃木県アンテナショップ協議会負担金
姉妹都市等物産ＰＲイベント出展協力業者謝金
高齢化集落対策食品流通等支援事業費補助金
商業活性化事業費補助金　他

4,28515,71019,995商店街活性化推進事業費

19,995商店街活性化推進事業費 15,710 4,285

商店リフレッシュ事業費補助金
空き店舗等対策家賃補助事業費補助金
商店街施設整備事業費補助金
商店街街路灯電気料補助金

11,600011,600(新)企業オフィス設置等推進事業費

11,600企業オフィス設置等推進事業費 0 11,600

オフィス等立地支援事業費補助金

△1,1228,8737,751しごとづくり推進事業費
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事業名 令和４年度
予　 算 　額

令和３年度
予 　算　 額

比較

7,751しごとづくり推進事業費 8,873 △1,122

農商工観連携・ビジネス創出促進事業費補助金
展示会等出展事業費補助金
起業・創業支援サロン運営費
ビジネス交流会運営等委託費　他

25,164177,830202,994観光推進体制整備事業費

202,994観光推進体制整備事業費 177,830 25,164

日光市観光協会補助金
ＤＭＯ日光補助金
｢あいに行く、ＮＩＫＫＯ｣実行委員会補助金
外国人おもてなし力向上事業業務委託費　他

87950929観光交流推進事業費

929観光交流推進事業費 50 879

観光友好団受入事業費
観光パートナー都市訪問事業費
世界文化遺産地域連携会議負担金　他

2478,9859,232国際交流推進事業費

5,133国際理解促進事業費 4,901 232

国際交流員報酬　1人
国際理解推進カレッジ開催費
国際理解推進員派遣事業費
(新)外国人雇用企業への情報提供事業費　他

34,15718,28852,445観光宣伝費

50,172国内誘客宣伝事業費 16,082 34,090

ＷＥＢサイト活用ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ事業費
(新)“Ｒｏｕｔｅ．Ｎ”観光誘客ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ事業費
(新)発地型観光商談ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ事業費
(新)西町周辺活性化に向けたＰＲ事業費
「本物の出会い栃木」観光ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ協議会負担金
ＤＣ地域協議会後継組織支援補助金
教育旅行緊急帰宅支援等補助金
(新)アドベンチャーツーリズム促進支援補助金　他

1,768インバウンド推進事業費 1,731 37

栃木県国際観光推進協議会負担金
ビジットジャパン地方連携事業負担金　他

8,7101,65910,369観光事業費

10,369観光事業費 1,659 8,710

各地域イベント開催費補助金
　日光：霧降高原にﾑﾁｭｰ!ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ、
　　　　奥日光湯元温泉雪まつり、ﾗｲﾄｱｯﾌﾟ日光
湯西川流域活性化事業費補助金
　栗山：平家大祭、竹の宵まつり、かまくら祭り、
　　　　ｵｰﾛﾗﾌｧﾝﾀｼﾞｰ、心かわあかり、水の郷四季祭
魅力ある観光地づくりイベント補助金　他
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事業名 令和４年度
予　 算 　額

令和３年度
予 　算　 額

比較

△14,092233,219219,127観光施設運営費

30,237小倉山森林公園（木彫りの里工芸センター）運営費 25,236 5,001

小倉山森林公園運営業務委託費
(新)小倉山森林公園トイレ改修工事費　他

188,890指定管理施設運営費 207,983 △19,093

指定管理料
　今市：温泉保養ｾﾝﾀｰ｢かたくりの湯｣
　日光：日光郷土ｾﾝﾀｰ・御幸町第1・2駐車場、
　　　　温泉保養ｾﾝﾀｰ｢日光温泉｣｢やしおの湯｣、
　　　　霧降高原ｷｽｹﾞ平園地
　藤原：上三依水生植物園、温泉保養ｾﾝﾀｰ｢鬼怒川
　　　　公園岩風呂｣
　足尾：足尾環境学習ｾﾝﾀｰ、国民宿舎かじか荘及び
　　　　銀山平公園
平家の里茅葺屋根茅葺替修繕費
(新)鬼怒川公園岩風呂改修工事設計業務委託費
(新)かたくりの湯給水加圧ユニット改修工事費
(新)国民宿舎かじか荘プレハブ冷蔵庫及び
　　循環ポンプ更新工事費　他

29,118139,043168,161観光施設維持管理費

76,496トイレ施設等維持管理費 52,170 24,326

各地域公衆トイレ維持管理費
(新)山内上新道公衆トイレ改修工事費
(新)川治湯元駅公衆トイレ下水道接続工事費　他

41,464その他施設維持管理費 34,632 6,832

日光東町渋滞対策臨時駐車場開設業務委託費
観光地交通対策実施業務委託費（中宮祠地区）
観光施設業務委託費
　藤原：鬼怒川・川治温泉観光情報センター
　足尾：庚申山荘、間藤駅観光センター
　栗山：川俣温泉間欠泉展望台
(新)日光総合会館解体工事設計業務委託費
(新)庚申山荘ﾍﾞﾗﾝﾀﾞ及び階段改修工事設計業務委託費
栃木県自然公園美化推進協議会日光・藤原支部補助金
日光湯元スキー場索道事業者協議会補助金　他

8 土木費款

△29314,85514,562建築指導費

12,804耐震改修促進等事業費 13,416 △612

耐震アドバイザー派遣費
木造住宅耐震化促進事業費補助金
ブロック塀等撤去費補助金　他

3,29403,294住環境対策事業費
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事業名 令和４年度
予　 算 　額

令和３年度
予 　算　 額

比較

3,294住環境対策事業費 0 3,294

※2款1項4目(企画費)、2款1項12目(地域振興費)から移行
大学連携共同調査研究事業
　大規模民間老朽施設調査研究費
空家情報登録制度事業費　

※2款1項15目（諸費）から移行
空家等適正管理審議会委員報酬　6人
空家等緊急措置対応改修工事費
特定空家等除去費補助金

20,00030,00050,000社会資本整備総合交付金事業費

50,000社会資本整備総合交付金（道路）事業費 30,000 20,000

道路整備（歩道改良）事業費（実施予定路線）
　鹿沼日光線～七里交差点線　L=240.0m

△71,200122,20051,000公共施設等適正管理推進事業費

51,000公共施設等適正管理推進事業費 122,200 △71,200

長寿命化計画に基づく舗装、側溝補修工事費
　舗装補修工事：5路線
　側溝補修工事：10路線

△2,000102,000100,000地方創生道整備推進交付金事業費

100,000地方創生道整備推進交付金事業費 102,000 △2,000

道路整備事業費（実施予定路線）
　市道森友～上板橋線　　L=150.0m　W= 10.0m
　市道文挾～猪倉線　　　L=165.0m　W=  9.5m

45,103176,551221,654社会資本整備総合交付金事業費

221,654社会資本整備総合交付金（道路）事業費 176,551 45,103

道路整備事業費（実施予定路線）
　市道大谷向～豊田線　　　L=75.0m　W=11.5m
　市道大沢～大渡線　　　　用地購入等
　市道杉の沢～明神線　　　L=150.0m　W= 9.5m
　市道大桑前原～南裏線　　L=130.0m　W= 9.5m
　市道野口石橋～平ヶ崎線　用地測量
（新）市道若林通り線踏切改良事業　測量設計

24,41984,501108,920市単道路改良事業費

108,920市単道路改良事業費 84,501 24,419

道路整備事業費（実施予定路線）
　（新）市道今市本町～猪倉線　他

65,226120,888186,114橋りょう等維持補修費
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事業名 令和４年度
予　 算 　額

令和３年度
予 　算　 額

比較

186,114橋りょう等維持補修費 120,888 65,226

橋りょう維持補修費
　詳細設計：7橋
　補修工事：6橋
　橋梁長寿命化計画策定業務委託
トンネル維持補修費
　補修工事：1箇所
　トンネル長寿命化計画策定業務委託

△10,00020,00010,000橋りょう新設改良事業費

10,000橋りょう新設改良事業費 20,000 △10,000

橋りょう架替負担金
　下阿久戸橋　L=11.5m　W=6.5m

△29,84865,97036,122河川整備事業費

33,061河川整備事業費 62,759 △29,698

飛土沢整備工事費
瀬尾沢川整備工事費
七里五ヶ村用水5号用水路整備工事費
河川愛護会補助金　他

19,998019,998(新)宅地耐震化推進事業費

19,998宅地耐震化推進事業費 0 19,998

大規模盛土造成地地質調査（第2次スクリーニング調査）

△25,27173,55148,280街なみ環境整備事業費

48,280街なみ環境整備事業費 73,551 △25,271

東町地区整備
　歩道修景（下鉢石）
　高質化整備事業費
　　市道青柳日光線～神橋線
　　市道大横町線

△3,3659,6666,301都市計画街路整備事業費

6,301都市計画道路沿道整備街路事業費 9,666 △3,365

都市計画道路平町東町線沿道整備街路事業費
（土地購入費及び補償費は土地開発基金で対応）

△18,941127,954109,013公園維持管理費

83,966公園維持管理費 104,127 △20,161

大谷川グリーンパーク園内改修工事
東武日光駅前広場滝モニュメント改修工事
杉並木公園水車撤去工事
都市公園指定管理料
都市公園等維持補修費　他

△58,891128,42569,534市営住宅維持管理費
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事業名 令和４年度
予　 算 　額

令和３年度
予 　算　 額

比較

54,990市営住宅維持管理費 114,855 △59,865

市営住宅長寿命化計画に基づく改修事業費
　久次良町第1住宅7号棟給水管改修工事設計委託費
老朽化市営住宅解体工事費　　
豊田住宅ガス供給設備修繕　他

9 消防費款

8,21945,11953,338常備消防車両等購入費

53,338常備消防車両等購入費 45,119 8,219

高規格救急自動車購入費　1台
　日光消防署
消防広報車等購入費　2台
　今市消防署、藤原消防署

38,26163,425101,686消防団員報酬

46,719消防団員報酬（今市消防署） 26,000 20,719

今市消防団員報酬（支援団員含む）　450人

24,872消防団員報酬（日光消防署） 17,425 7,447

日光消防団員報酬（支援団員含む）　280人

30,095消防団員報酬（藤原消防署） 20,000 10,095

藤原消防団員報酬（支援団員含む）　180人
栗山消防団員報酬（支援団員含む）　120人

32,33215,70748,039非常備消防車両等購入費

48,039非常備消防車両等購入費 15,707 32,332

消防ポンプ自動車購入費　2台　
　今市消防団第4分団第4部(大沢町)
　藤原消防団第7分団第1部(中三依)

△21,62949,91228,283消防施設維持費

28,283消防施設維持費 49,912 △21,629

消火栓・消防団詰所等修繕及び維持管理費
消防本部空調機改修（第2工区）工事費　
(新)清滝分遣所車庫解体工事費　他

5965,3305,926消火栓新設費

5,926消火栓新設費 5,330 596

消火栓新設・更新工事費（実施予定箇所）
　今市消防署：栗原、瀬尾地内(2基)
　日光消防署：宝殿、通洞地内(2基)
　藤原消防署：大原、小佐越地内(2基)

77012,97113,741防火水槽新設費
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事業名 令和４年度
予　 算 　額

令和３年度
予 　算　 額

比較

13,741防火水槽新設費 12,971 770

防火水槽新設工事費（実施予定箇所）
　高畑、所野地内　40㎥級(2基)

△9,19545,32236,127消防団詰所整備事業費

36,127消防団詰所整備事業費 45,322 △9,195

今市消防団第5分団第3部（塩野室）
　地質調査費、設計委託費、土地購入費
藤原消防団第1分団（藤原）
　工事監理委託費、新築工事費、詰所解体工事費
(新)足尾消防団第3分団第3部（原向）
　詰所解体工事費

156,1550156,155(新)高機能消防指令センター施設維持費

156,155高機能消防指令センター施設維持費 0 156,155

高機能消防指令センター等機器更新費
清滝分遣所機器類撤去等委託費　他

△15,73925,5989,859防災対策事務費

9,774防災対策事務費 25,514 △15,740

備蓄用物資購入費
防災訓練の実施に係る消耗品費
ハザードマップ作成業務委託費
防災士資格取得費補助金　他

10 教育費款

△17713,10112,924特別職人件費

12,924特別職人件費 13,101 △177

特別職　1人(教育長5％減額)

8,7307,37416,104事務局関係費

12,594事務局関係費 3,885 8,709

小中学校適正配置関係経費　他

11,96045,10757,067自動車維持管理費

56,179スクールバス維持管理費 44,229 11,950

スクールバス運行業務委託費
スクールバス・ワゴン維持管理費
　今市地域：大桑小
　日光地域：日光小・東中・小来川小中
　藤原地域：鬼怒川小・三依小中・藤原中
　足尾地域：足尾小中
　栗山地域：栗山中

39,2138,50947,722スクールバス整備事業費
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事業名 令和４年度
予　 算 　額

令和３年度
予 　算　 額

比較

47,722スクールバス整備事業費 8,509 39,213

豊岡中学校区適正配置に伴うスクールバス購入費
日光中学校区適正配置に伴うスクールバス購入費

△10,525363,450352,925学校教育支援事業費

4,138教育相談事業費 15,853 △11,715

いじめ問題対策連絡協議会・対策委員会委員報酬
ｈｙｐｅｒ－ＱＵ調査票購入費　

19,663教育支援センター費 5,963 13,700

不登校支援員報酬　2人
教育相談員報酬　　5人
臨床心理士報酬　　1人　他

67,746要保護・準要保護児童生徒援助費 68,327 △581

教育扶助費
　学校給食費、クラブ活動費、学用品費、通学用品
　費、修学旅行費、校外活動費、児童会・生徒会
　費、ＰＴＡ会費、医療費、通院費、通学費、眼鏡
　購入費、体育実技用具費、臨海自然教室活動費、
　新入学学用品費、入学準備金、卒業アルバム代

25,633025,633(新)早期英語教育事業費

25,633早期英語教育事業費 0 25,633

学校指導助手報酬　5人
幼児用教材購入費
幼稚園及び保育園用教材購入費
英検Ｊｒテスト事業費
オンライン英語学習教材購入費
英語技能検定助成金

207,33524,428231,763教育用パーソナルコンピュータ管理費

72,662教育用パーソナルコンピュータ管理費 18,004 54,658

中学校校内ＬＡＮ更新業務委託料
校内無線ＬＡＮ認証変更業務委託料
ＧＩＧＡスクールサポーター業務委託料
貸出用モバイルルータ―購入　他

159,101教職員用パーソナルコンピュータ管理費 6,424 152,677

小中学校教職員用パソコン更新費
校務用ファイルサーバ更新費
(新)校務支援システム導入費

△54,014106,69452,680小学校校舎等維持管理費
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事業名 令和４年度
予　 算 　額

令和３年度
予 　算　 額

比較

52,680小学校校舎等維持管理費 106,694 △54,014

学校施設の適正配置に関する経費
　豊岡中学校区適正配置に伴う大桑小改修工事
小学校校舎の修繕・整備等に係る経費
　(新)高架水槽・受水槽改修工事設計委託(今三小)
　(新)校舎外壁及び屋根改修工事設計委託(大桑小)
　(新)南棟外壁及び屋根改修工事設計委託(猪倉小)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　他

△97514,26313,288小学校教材費

13,288小学校教材費 14,263 △975

(新)教研式学年別知能検査委託費(3年生)
総合学力調査委託費(3～6年生 国語・算数)
　※3・4年生は新規
教研式診断的学力検委託費(3年生 国語・算数)
教材消耗品費
教科指導用教材・教具購入費　他

98010,22111,201中学校教材費

11,201中学校教材費 10,221 980

(新)総合学力調査委託費
   (1、2年生 国語・数学・理科・社会・英語)
(新)教研式学年別知能検査委託費(1年生)
教研式診断的学力検査委託費
   (1年生 国語・数学・理科・社会・英語)
教材消耗品費
教科指導用教材・教具購入費　他

7229331,655生涯学習推進事業費

1,528生涯学習推進事業費 933 595

生涯学習推進協議会委員報酬　　　　　17人
地域学習圏会議委員報酬　　　　　　 115人
地域学習圏会議連絡協議会委員報酬　　18人
日光学まつり・生涯学習フェスタ事業費
日光学・わがまちきらり発見隊開催事業費　他

6175,3405,957地域教育力活性化事業費

4,061学校支援ボランティア活動推進事業費 4,093 △32

地域コーディネーター活動謝金　72人
地域教育協議会委託費　他

1,057地域・学校連携協働推進事業費 408 649

地域・学校連携推進体制構築アドバイザー謝金
地域・学校連携推進体制構築研修会講師謝金
(新)学校運営協議会及び地域学校協働活動啓発事業費

6,5112,9419,452自治公民館活動振興費
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事業名 令和４年度
予　 算 　額

令和３年度
予 　算　 額

比較

9,452自治公民館活動振興費 2,941 6,511

自治公民館建築事業費補助金　6件
　新築：清原町公民館
　改修：小代集落センター、長畑東沢公民館、
　　　　中猪倉公民館、木和田島自治公民館、
　　　　つつじヶ丘自治公民館
自治公民館活動費補助金

5083,6514,159文化財保護対策費

241文化財保護普及活用事業費 236 5

文化財見学会講師謝金
日光ユネスコ協会絵画展賞品購入費
市指定文化財データベース保守管理委託費
朝鮮通信使縁地連絡協議会ユネスコ部会負担金　他

414足尾銅山産業遺産普及啓発事業費 0 414

検討委員会等開催事業費　他

48346394展示開催費

394展示開催費 346 48

歴史民俗資料館・二宮尊徳記念館企画展開催事業費

△5,89524,18518,290スポーツ・レクリエーション普及促進事業費

861スポーツ・レクリエーション普及促進事業費 613 248

スポーツ教室等講師謝金
レクリエーション協会補助金　他

01,2501,250スポーツ団体支援・育成事業費

250総合型地域スポーツクラブ育成事業費 250 0

総合型地域スポーツクラブ育成事業補助金
　交付先　豊岡スポーツクラブ

47412,10012,574スポーツ協会等補助金

12,574スポーツ協会等補助金 12,100 474

日光市スポーツ協会補助金　他

49,215123,731172,946国民体育大会開催事業費

172,946国民体育大会開催事業費 123,731 49,215

日光市実行委員会負担金　他

9,387252,329261,716社会体育施設運営費
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事業名 令和４年度
予　 算 　額

令和３年度
予 　算　 額

比較

261,716社会体育施設運営費 252,329 9,387

社会体育施設維持管理費
　管理用消耗品費・備品購入費
　燃料費・光熱水費・修繕料
　設備等の点検・管理・保守業務委託費
　各社会体育施設の指定管理料　他
(新)高畑運動広場法定外公共物用途廃止に係る測量委託費
(新)高畑運動広場内国有地購入費

26,532477,799504,331学校給食管理費

504,331学校給食管理費 477,799 26,532

学校栄養士報酬　3人
パート調理員等報酬　12人
学校給食調理等業務委託費
給食用消耗品・備品購入費
学校給食補助金
　（月額で小学生3,000円、中学生3,500円を超える
　　額を助成）
米飯委託炊飯加工賃補助金　他
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