
令和４年度通常予算のポイント

まちを伸ばし、暮らしを守る
KURUME



令和４年度通常予算のポイント【概要版】

☆ ゼロカーボンシティ久留米形成事業

☆ ＺＥＢ化関連事業

・ 上津クリーンセンター更新事業

☆ 自殺対策事業

・ 健康増進（健康診査）事業

・ 予防接種の実施

・ 特定感染症予防対策事業

☆ ニセ電話詐欺被害防止支援事業

・ 校区青パト活動支援事業

☆ 譲渡犬猫、飼い主のいない猫の不妊去勢手術支援

☆ 公園長寿命化事業

・ 環状道路整備事業

安心・安全のまち

☆ 四季のイベント振興事業

☆ まちなか賑わい創造事業

☆ 地域商業支援事業

☆ 地域企業経営力強化促進事業

☆ バイオ産業振興事業

☆ 観光プロモーション推進事業

☆ 農業経営多角化支援事業

☆ 水田農業等総合対策事業

☆ 園芸農業等総合対策事業

☆ 畜産振興総合対策事業

活力のあるまち

☆ 市民スポーツ推進事業

・ 文化創造事業

☆ 音楽によるまちづくり推進事業

☆ ヤングケアラー支援事業

☆ 子育て支援訪問事業

・ 子どもの権利等啓発事業

☆ 若者相談支援事業

・ 待機児童対策事業

☆ 保育士・保育所支援センター事業

☆ 教育ICT活用事業

・ 学校施設の整備充実

☆ 生理用品の配布及び性の関する啓発事業

・ 校区コミュニティ組織・市民活動の支援

活き活き生活・活躍できる共生のまち

まちを伸ばし、暮らしを守るために３つのまちづくりに取り組みます。

市民の生命・健康・財産を守るため、直面する喫緊の課題に取り組みます。

「安心・安全で活力にあふれた、誰もが活き活き生活・活躍できる共生のまち」を目指して

防災・減災対策の推進 新型コロナウィルス感染症対策と暮らしを守る対策

命と健康を守る

▶ 新型コロナウイルス感染症予防
対策費

▶ 新型コロナウイルスワクチン接種
事業

生活を守り、事業や雇用を守る

▶ 中小企業金融対策事業

☆ 生活困窮者自立支援事業

地域防災力の強化

☆ 災害時コミュニケーション支援事業

災害に強い まちづくり

☆ 流域治水推進事業

☆市街地浸水対策事業
☆河川排水路等の改修・浚渫事業
☆農業用施設整備・クリーク浚渫
対策事業

☆ 子どもの貧困対策推進事業

☆ 防災対策強化事業

☆ 止水板等設置費補助金

☆ 職業訓練受講促進事業

☆ 子育て世帯生活支援特別給付金給付事業

☆ 保健所機能等検討調査事業

☆ 事業内容に新規または拡充の内容が含まれている事業

☆ 農業用ハウス湛水被害軽減対策
事業費補助金



は新規、 は拡充新 拡

防災・減災対策の推進

流域治水の推進 －国・県と連携した取組の推進－

１
流域治水推進事業 4,104,846千円（下水道事業会計含む）

事業名 予算額 事業名 予算額

市街地浸水対策事業 982,900 文化施設整備事業 21,652

流域湛水減災対策事業 473,655 地域企業経営力強化促進事業 20,000

河川排水路改良事業 169,819 防災対策強化事業 15,318

河川排水路等補修事業 149,146 河川維持費 13,200

防災重点農業用ため池対策事業 89,684 農地防災事業 7,950

準用河川改修事業（安武川） 67,346 住生活推進事業 6,000

農業用施設浸水対策事業 45,000 道路維持修繕事業 1,800

園芸農業等総合対策事業 34,268 生産環境整備事業 1,311

農業用施設維持管理事業 28,148 一般会計合計 2,127,197

下水道事業会計 1,977,649 流域治水推進事業 4,104,846

令和３年度より予算額を約２５億円増加（下水道会計含む）し、喫緊の課題である流域
治水に対する対策を加速します。



は新規、 は拡充新 拡

防災・減災対策

１
市街地浸水対策事業 982,900千円

浸水被害軽減対策 －「流域治水」の概念に沿った取組み推進－

雨水流出抑制対策 221,250千円
雨水流出抑制施設（オンサイト貯留）及び雨水貯留施設（オフサイト貯留）の整備や調査・
検討等を実施します。

検討エリア：北野地区、城島地区

整備エリア：北野地区
城島地区
長門石地区

整備前 整備後

整備前 整備後

（参考）企業会計で整備
・久留米大学グラウンド貯留施設
・御幣島公園地下貯留施設

【オンサイト貯留施設】

【オフサイト貯留施設】



は新規、 は拡充新 拡

防災・減災対策

１
市街地浸水対策事業 982,900千円

【主なハード対策】

整備前 整備中

ため池を活用した流域貯留施設の整備

市街地浸水対策事業

浸水被害の軽減を図るため、金丸川
・池町川流域や下弓削川・江川流域
のハード対策やその他の浸水地区の
調査検討等を進めます。

761,650千円

浸水被害軽減対策 －「流域治水」の概念に沿った取組み推進－

かさ上げ前

かさ上げ後

嵩上げ

護岸の嵩上げ（パラペット）

中谷川護岸嵩上げ

平常時 大雨時

逆流を防止

フラップゲート設置

池町川フラップゲート
（例）旗崎池



は新規、 は拡充新 拡

河川排水路等の改修・浚渫事業 451,265千円

防災・減災対策

河川排水路改修事業 237,165千円

安武川等の河川の排水機能を強化することで、
浸水被害の軽減に取り組みます。

河川排水路等補修事業 149,146千円

豪雨による冠水等の被害の軽減を図るために、
河川の浚渫や側溝の浚渫に取り組みます。

浸水被害軽減対策 －「流域治水」の概念に沿った取組み推進－



は新規、 は拡充

農業用施設の整備・改修による対策

農業用施設整備・クリーク浚渫対策事業 635,714千円

流域湛水減災対策事業 473,655千円
クリークの先行排水の推進のための、浚渫及び樋門樋管等
の補修等を計画的に実施していきます。

農業用施設浸水対策事業 45,000千円

防災重点農業用ため池対策事業 89,684千円

田んぼダムの促進（多面的機能支払事業交付金）
1,311千円

防災・減災対策の推進



は新規、 は拡充新 拡

地域と連携した防災力強化の取組

止水板等設置費補助金 26,000千円
止水板等の設置に対する経費の一部を補助します。▶

事業者向け：補助上限額５０万円

中小企業止水板等設置事業費補助金 20,000千円

住宅リフォーム助成事業補助金 6,000千円

市民向け：補助上限額３０万円

農業用ハウス湛水被害軽減対策事業費補助金 34,268千円
農業用ハウスへの浸水を防ぐために必要な排水ポンプ・浸水防止壁の設置に対する経
費の一部を補助します。

▶

防災・減災対策の推進



は新規、 は拡充新 拡

地域と連携した防災力強化の取組

防災対策強化事業 74,429千円

近年の大規模
災害を踏まえた
対応

校区への防災倉庫設置補助 8,214千円

浸水被害推定図作成業務 9,790千円

防災チャットボットの本格導入 8,690千円

MCA無線の導入 4,389千円

量水標設置業務委託 5,528千円

災害時コミュニケーション支援事業 200千円
聴覚に障害のある方の意思疎通を支援する災害時用コミュニケーション支援ボードを障
害当事者団体等と協働で作成し、全避難所へ配備します。

▶

防災・減災対策の推進



新型コロナウイルス感染症対策と暮らしを守る対策

市民の命を守る感染症対策

新型コロナウイルス感染症予防対策費 2,194,621千円

主
な
取
組

▶ 自宅療養者等への医師派遣 27,460千円

▶ 濃厚接触者等に対するPCR検査 655,600千円

▶ 自宅療養者に対する健康観察 59,860千円

▶ 自宅療養者に対する配食サービス等 223,567千円

▶ 高齢者・保育施設等従事者へのPCR検査の実施 247,500千円

▶ 自宅療養者等への外来診療体制の確保 7,200千円

新型コロナウイルスワクチン接種事業 1,3９9,680千円
６０歳以上の人と基礎疾患等をもつ人への４回目の接種を行うとともに、引き続き
３回目の接種を行います。

▶



は新規、 は拡充新 拡

新型コロナウイルス感染症対策と暮らしを守る対策

保健所機能等検討調査事業 21,384千円

保健所機能の強化に向けて

▶ 感染症の流行により、大きな課題となっている保健所機能等の充実強化のため、
施設・機能の両面から必要な調査検討を行います。

今後のスケジュール

調
査
業
務

調
査
報
告
書
完
成

方
針
検
討
・
決
定



は新規、 は拡充新 拡

コロナ禍における子育て世帯への支援

子育て世帯生活支援特別給付金給付事業 571,274千円

新型コロナウイルス感染症対策と暮らしを守る対策

▶

低所得のひとり親世帯

対象者 支給時期

４月分の児童扶養手当受給者（申請不要） ６月末頃

直近で収入が減少し、児童扶養手当受給者と同水準となった方等（申請必要） ８月から随時

その他低所得者の子育て世帯

対象者 支給時期

４月分の児童手当または特別児童扶養手当の受給者のうち、令和４年度分の住民税非課税

の方（申請不要）
７月中

上記のほか、対象児童（※）の父母等で令和４年度分の住民税非課税の方（申請必要）

対象児童（※）を養育する父母等であって、直近で収入が減少し、令和４年度分の住民税非

課税と同水準となった方（申請必要）

８月から随時

コロナ禍において、食材等の物価高騰等に直面する低所得の子育て世帯に対し、
子ども1人あたり５万円の給付金を支給します。

（※）１８歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童（障害児の場合は20歳未満）



は新規、 は拡充新 拡

コロナ禍における生活者支援

生活困窮者自立支援事業 66,372千円

生活自立支援センターで行う自立相談や家計改善をはじめ、関係機関と連携し、
相談者に寄り添った切れ目のない支援を実施します。

支援の種類 主な内容

自立相談支援事業 自立した生活ができるよう、状況に応じた伴走型の支援

家計改善支援事業 家計の見直し、借入金の債務整理などの家計管理をサポート

就労準備支援事業 長期離職者やひきこもりの人の就労をサポート

一時生活支援事業 住居を失った人への住まいと食事等の提供

支援員の数を１１人から１４人に増員し、よりきめ細やかな支援を実施

新型コロナウイルス感染症対策と暮らしを守る対策

▶



ゼロカーボンシティ久留米形成事業 16,363千円

2050年市域からの二酸化炭素排出実質ゼロに向けて

○公共施設等太陽光発電導入可能性調査等
15,863千円

公共施設等の太陽光発電、蓄電池等の導入可能性調
査を実施し、導入に向けた計画を策定します。

2050年ゼロカーボンシティ実現を目指し、地域脱炭素化への気運醸成を図るとと
もに、再生可能エネルギーの率先導入に向けた調査を行います。

安心・安全のまち

▶

ＺＥＢ化関連事業 5,263千円

総合幼児センターＺＥＢ化改修工事 5,263千円
総合幼児センター

○



は新規、 は拡充新 拡

上津クリーンセンター更新事業 45,906千円

暮らしに欠かせない施設の適切な維持管理

令和１０年度の稼働開始に向けて、上津クリーンセンターの再整備を行います。

R4～ R5
事業者選定

R6～R9
実施設計・施工

R10
施設稼働

建替えスケジュール（予定）

安心・安全のまち

▶

事業者選定アドバイザリー委託 16,000千円

地質調査業務委託 6,080千円

PFI等導入可能性調査業務委託 6,039千円



は新規、 は拡充新 拡

安心・安全のまち

犯罪被害から市民を守る取組み

ニセ電話詐欺被害防止支援事業 2,000千円
市内で高齢者が狙われるニセ電話詐欺被害が発生しています。被害の未然防止
に効果がある機器の設置を補助する防犯協会を支援します。

安心・安全のまち

▶

校区青パト活動支援事業 17,312千円
校区コミュニティ組織等が行う青パトによる防犯パト
ロール活動を支援します。

▶

久
留
米
市

支援
着信があると自動で警告メッセージが流れる防
犯機能付き電話機等を高齢者宅に設置する
場合、１万円または５千円を補助

防
犯
協
会



は新規、 は拡充新 拡

安心・安全のまち

犬・猫の殺処分ゼロを目指して

の不妊去勢手術等支援 4,070千円

保護した犬・猫を新しい飼い主に譲渡する際に、不妊去勢手術や適切な健康管理を行
います。また、繁殖抑制のために、飼い主のいない猫の不妊去勢手術の費用の一部を
助成します。

譲渡犬猫の不妊去勢手術 1,376千円

H26 R1 R2

保護数 661 287 267

殺処分数 461 40 20

▶

犬猫の保護数と殺処分数の推移

飼い主のいない猫の不妊去勢手術 2,070千円

譲渡犬猫
飼い主のいない猫



は新規、 は拡充新 拡

イベントや祭りで久留米を元気に

賑わい創出や交流人口の拡大等による地域活性化を図るため、感染症対策とイ
ベントの両立の工夫を行いながら、イベント・祭りに対して支援を行います。

四季のイベント振興事業
まちなか賑わい創造事業 143,352千円 ※2事業の合計

活力のあるまち

▶

イベント・祭り 予算額(千円）

水の祭典久留米まつり 18,200

筑後川花火大会 31,000

耳納deFES 5,649

コスモスフェスティバル 7,548

城島ふるさと夢まつり 6,879

ふるさとみづま祭 7,000

久留米たまがる大道芸 6,935

くるめ光の祭典 30,000

○ 主なイベント・祭り



空き店舗等に出店する新規創業者への支援を行うことで、久留米の商業の維持と活性化を図ります。

地域経済の持続的な活性化に向けて

地域商業活性化出店促進事業費補助金 4,500千円

活力のあるまち

空き店舗等に出店する事業者へ支援を行うことで、地域商業の維持と活性化を図ります。▶
地域商業支援事業 4,500千円

対象エリア：中心市街地以外の地域商業集積地

対象業種：買い物に資する業種、小売業、飲食業、生活関連サービス業全般

地域企業経営力強化促進事業 60,393千円

商工相談窓口体制強化 5,250千円

DX情報発信事業 2,000千円
中小企業DX促進補助金 20,000千円

中小企業のデジタル化に関する説明会を実施します。また、DX化に
取り組んでいる企業情報を学生と協働して発信します。

市の事業者相談窓口に専門家を配置し、相談体制の強化を図ります。



は新規、 は拡充新 拡

農業経営の多角化に向けた取り組みを支援

農業経営多角化支援事業 4,530千円

農商工連携ビジネスセミナー等の開催事業 1,500千円

６次産業化推進事業費補助金 1,500千円

商品開発や販路拡大、商品改良に関する補助（1件あたり
300千円）を行います。

６次産業化コーディネート事業 358千円

６次産業化の取組を検討している農林漁業者等に対して、
６次産業化プランナー等からアドバイスを行います。

活力のあるまち



スポーツによる地域の活性化とスポーツ振興

市民スポーツ推進事業 5,684千円

活き活き生活できる、活躍できる共生のまち

市民の皆さんが日常的にスポーツに親しむ機会の充実を図るとともに、世界を目指
すジュニアアスリートに対して支援を行います。

▶

ジュニアアスリート競技力向上事業 2,460千円

運動習慣づくり事業 624千円

トップアスリート育成・強化事業 1,300千円

ジュニアアスリート褒賞事業 1,200千円

・ トップアスリート選手強化補助金（中高生対象） 900千円
ネクストトップアスリート育成補助金（小学生対象） 250千円

全国大会等で優秀な成績をおさめたジュニアアスリートに褒賞金を贈
呈します。
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文化芸術を活かしたまちづくり

音楽によるまちづくり推進事業 9,259千円

久留米シティプラザを活用し、心豊かな市民生活を実現するため、多彩な文化芸術
に触れる機会を提供します。

活き活き生活できる、活躍できる共生のまち

▶

多様で上質な鑑賞事業 19,319千円

文化創造事業 54,653千円

音楽の持つ力で、久留米のまちを元気にします。▶

くるめライブチャレンジ事業 7,774千円
次代を担うミュージシャンの人材発掘及び育成
支援を進めます。

子ども事業・普及啓発事業 15,170千円



は新規、 は拡充新 拡

困難を抱える子どもへの支援

ヤングケアラー支援事業 1,633千円
相談窓口を開設し、福祉・医療・教育などの関係機関の連携により、ヤングケアラーを
早期発見・把握する仕組みを構築し、ヤングケアラーに寄り添った支援を行います。

活き活き生活できる、活躍できる共生のまち

▶

ヤングケアラーとは
年齢や成長の度合いに見合わない重い責任や負担を負って、大人が担うような家族の
介護や世話をすることで、自らの育ちや教育に影響を及ぼしている１８歳未満の子ども

市民啓発講座の実施 570千円

啓発用リーフレットの作成 498千円

☛
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性に関する正しい理解の促進

生理用品の配布・性に関する啓発事業 4,107千円

困難を抱える方に対し、生理用品を配布することを通じて、必要な支援窓口につなぎ
ます。また、性に対する正しい理解を深めるための啓発を行います。

主な内容 予算額

生理用品購入等 3,150

性に関する啓発イベント 600

性に関する調査研究支援 100

性暴力防止プログラム開発 257

活き活き生活できる、活躍できる共生のまち

▶


