
令和４年度当初予算案を発表  
 

南河内郡河南町は 2 月 28 日(月)、一般会計 61 億 8,794 万円、総額 108 億 2,769 万円の令和 4

年度当初予算案を発表しました。 

当初予算案は、コロナ禍における子育て世帯への支援や町内を巡回する地域公共交通のさらなる

充実などを盛り込んだ予算案となっています。 

◇令和４年度重点施策 

○学校給食費全額助成   56,503 千円 

○＜新規＞かなん公共交通バス購入(小型低床バスの導入)  57,940 千円 

○＜新規＞カナちゃんバスＩＣカードシステム整備   6,496 千円 

○地域通貨推進事業(カナちゃんコインの推進)   32,790 千円 

■ 特徴的な施策 

ニュースリリース 

（報道関係各位） 

令和 4 年２月 28 日

河南町役場

総合政策部秘書企画課

■ 概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・議案上程日 3 月 1 日(火) 町議会定例会議 

 

・予算額一覧表(単位：千円) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

区    分 
Ｒ４年度当初予算 

(A) 

Ｒ３年度当初予算

(B) 

Ｒ３年度予算  

３月補正後 

(C) 

増  減  額 

(A)－(C) 

率 

（％） 

一 般 会 計 6,187,938 5,901,738 6,096,908 91,030 1.5

特 別 会 計 3,909,695 3,699,268 3,699,768 209,927 5.7

下水道事業会計 730,059 747,619 747,619 △ 17,560 △ 2.3

合    計 10,827,692 10,348,625 10,544,295 283,397 2.7



令和４年度は、町の最上位計画である「河南町まちづくり計画」がスタートして２年目になります。 

本町では、従来から子育て世帯への支援や教育の充実に力を入れてきましたが、さらなる支援の

充実を図るため、学校給食費全額助成や小・中学校におけるデジタル教材の活用などの予算を計上し

ています。 

また、住民の利便性を向上させるため、地域公共交通バス(カナちゃんバス)の充実（バリアフリー対

応の小型低床バスの導入・ＩＣカードシステムの整備）、電子地域通貨(カナちゃんコイン)の普及・促進

などさらなるキャッシュレス化の推進、行政手続きのオンライン化に取り組みます。 

引き続き、新型コロナウイルス感染症対策を最優先にしつつ「来てよし・住んでよし」の、まちづくり

を推進していきます。 

■ 森⽥町⻑コメント 

（以下、河南町まちづくり計画の体系に基づいて掲載） 

◇安全・安心に住めるまち 

 ○＜新規＞防災備蓄倉庫改修事業（実施設計） 2,500 千円 

 ○＜新規＞消防広域化改修 

（債務負担行為設定）令和 5 年度  79,000 千円 

 

◇子育てと教育のまち 

○＜拡充＞学校給食費全額助成(再掲)  56,503 千円 

 ○かなん医療Ｕ－22 助成         9,240 千円 

 ○GIGA スクール構想事業（小・中学校） 4,133 千円 

 

◇快適で賑わいのあるまち 

○＜新規＞かなん公共交通バス購入(小型低床バスの導入)（再掲）  57,940 千円 

○＜新規＞カナちゃんバスＩＣカードシステム整備（再掲）   6,496 千円 

 ○地域通貨推進事業(カナちゃんコインの推進)（再掲）  32,790 千円 

 

◇自然と歴史に囲まれたまち 

  ○日本遺産活用事業               580 千円 

 

◇一歩先行くまち 

 ○＜新規＞地方創生人材派遣事業    10,000 千円 

○ＡＩ・ＲＰＡ導入事業         3,960 千円 

○＜新規＞ホームページリニューアル   16,791 千円 

【本件に対する問い合わせ】 

〒５８５-８５８５ 大阪府南河内郡河南町大字白木１３５９－６ 総務部 人事財政課 

☎０７２１-９３-２５００ FAX：０７２１-９３-4691 

担当者：後藤、古城 メールアドレス：zaisei@town.kanan.osaka.jp 
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令和 4 年度当初予算主要施策概要   河南町 

 

１． 安全・安心に住めるまち 

 （１）地区防犯カメラ設置補助事業（2,510 千円） 

     防犯カメラの地区設置補助（12 台分）及び維持管理助成 

（２）大阪府急傾斜地崩壊防止工事負担金助成事業（7,000 千円） 

     工事負担金助成 

（３）準用河川天満川改修事業（12,357 千円） 

    護岸工 Ｌ＝43.0ｍ 

（４）＜拡充＞空家対策事業（1,500 千円） 

     木造住宅の除却費の一部補助、空家バンク成約奨励金 

（５）消防事務委託事業（216,334 千円） 

     富田林市への消防事務委託 

（６）＜新規＞防災備蓄倉庫改修事業（2,500 千円） 

     改修のための実施設計 

（７）＜新規＞消防広域化改修事業（0 千円） 

     消防指令センターの広域化改修事業負担金 

（債務負担行為設定 令和 5 年度 79,000 千円） 

 

２． 子育てと教育のまち 

 （１）子ども医療助成事業（54,415 千円） 

     対象：0～18 歳(通院・入院) 

（２）かなん医療Ｕ－２２助成事業（9,240 千円） 

     対象：19～22 歳(通院・入院) 

 （３）第２子以降保育料無償事業（15,034 千円） 

     第２子以降の保育料無償化 

 （４）多様な集団活動事業の利用支援事業（480 千円） 

     対象施設に通う幼児に対する保育料助成 

（５）乳幼児給食費助成（にこにこランチ）事業（15,018 千円） 

    保育園、幼稚園、こども園等に通園する児童の給食費（副食費）助成 

（６）石川こども園運営事業（225,525 千円） 

     石川こども園の運営に対する助成 

（７）中村こども園給食調理委託事業（23,180 千円） 

     中村こども園給食調理委託 

（８）母子保健事業（16,203 千円） 

     産前・産後サポート、産後ケア、不妊治療助成、妊婦・乳幼児健康診査等 

 （９）＜拡充＞教育支援センター事業（1,171 千円） 

     不登校児童・生徒に対する集団生活への適応指導、相談 
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 （10）GIGA スクール構想事業（4,133 千円） 

    小中学校においてデジタル教材（AI ドリル）の導入 

（11）＜拡充＞学校給食費無償化事業（56,503 千円） 

    学校給食費全額助成（半額は地方創生臨時交付金を活用） 

 

３． みんなが生涯活躍できるまち 

（１）男女共同参画プラン策定事業（1,358 千円） 

    第 3 期計画の策定 

（２）地域福祉計画策定事業（1,605 千円） 

    第 4 期計画の策定 

（３）保健事業（健康診査等）（33,807 千円） 

    集団健診・医療機関健診、生活習慣改善指導、健康相談等 

（４）イングリッシュキャンプ実施事業（1,781 千円） 

     小学 5・6 年生、中学 1 年生を対象にした英語を身近に感じる交流体験 

（５）大宝地区公民館改修事業（6,000 千円） 

    大宝地区公民館長寿命化実施設計 

（６）テニスコート改修事業（1,000 千円） 

    テニスコート改修実施設計 

 

４． 快適で賑わいのあるまち 

（１）三世代同居・近居支援事業（7,500 千円） 

     住宅取得補助（上限 1,000 千円）、住宅改修補助（上限 500 千円） 

 （２）かなん公共交通活性化事業（32,326 千円） 

     地域公共交通の運行 

 （３）＜新規＞かなん公共交通バス購入事業（57,940 千円） 

     小型低床バスへの入れ替え（2 台） 

 （４）＜新規＞カナちゃんバスＩＣカードシステム整備事業（6,496 千円） 

     ＩＣカードシステムの導入 

 （５）＜新規＞路線バスＩＣカードシステム整備補助事業（10,429 千円） 

     路線バスＩＣ化事業に対する補助（沿線４市町村による補助） 

 （６）木製玩具等（出生記念）配布事業（805 千円） 

     町内出生者に河内材の積木と苗木を配布（選択制） 

 （７）＜新規＞おおさか河内材利用促進事業（480 千円） 

     公の施設におけるおおさか河内材のＰＲ 

（８）地域通貨推進事業（32,790 千円） 

    電子通貨（カナちゃんコイン）の推進 

 （９）＜新規＞町道路面調査事業（6,000 千円） 

     路面調査、舗装修繕計画策定 
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 （10）橋梁長寿命化事業（31,000 千円） 

    補修工事 1 橋、点検委託 60 橋 

（11）公共下水道整備事業（雨水）（18,000 千円） 

    大宝第 1 配水区負担金、大宝地内の雨水管実施設計 

（12）公共下水道整備事業（汚水）（44,000 千円） 

    東山地区ほかの汚水管整備等  

 

５． 自然と歴史に囲まれたまち 

 （１）万博の桜２０２５植樹事業（500 千円） 

     万博の桜の植樹 

（２）太陽光発電システム設置補助事業（1,050 千円） 

     太陽光発電システムの設置補助 10 基分 

（３）岩橋山登山環境整備事業（1,457 千円） 

     岩橋山登山環境の整備 

 （４）日本遺産活用事業（580 千円） 

     日本遺産「 城修験」を含む散策道の創造に向けたフィールドワークの開催 

  

６． 一歩先を行くまち 

（１）＜新規＞地方創生人材派遣事業（10,000 千円） 

    民間のデジタル専門分野からの人材派遣 

（２）＜拡充＞情報システムクラウド化事業（67,843 千円） 

    自治体クラウド・内部情報系クラウドの運用等 

（３）＜拡充＞ＩＣＴ利活用推進事業（895 千円） 

    行政手続きのデジタル化システム導入等 

（４）ＡＩ・ＲＰＡ導入事業（3,960 千円） 

    ＡＩ・ＲＰＡの導入支援業務委託 

（５）＜新規＞ホームページリニューアル事業（16,791 千円） 

    ホームページのリニューアル 

 

７． 新型コロナウイルス対策（再掲含む） 

（１）新生児育児応援事業（7,707 千円） 

    令和 4 年 4 月 1 日以降に出生した新生児 1 人あたり 10 万円を給付 

（２）学校給食費無償化事業（56,503 千円） 

    学校給食費全額助成（半額は地方創生臨時交付金を活用） 

（３）カナちゃんバスＩＣカードシステム整備事業（6,496 千円） 

    ＩＣカードシステムの導入 

（４）地域通貨推進事業（32,790 千円） 

    電子通貨（カナちゃんコイン）の推進 


































