
 平成 29 年度下野市一般会計当初予算概要  

平成 29 年度一般会計当初予算は、第二次下野市総合計画で掲げた本市の将来像「ともに築き 未

来へつなぐ 幸せ実感都市」を確実かつ効果的に実現するため、前期基本計画の「しもつけ重点プロ

ジェクト」に位置づけられた事業の着実な取組と下野市まち・ひと・しごと創生総合戦略に掲げる基

本目標に則した施策・事業を積極的に展開し、本市発足 10 年余を経過した今、新たなまちづくりを

本格的に芽吹かせるための「下野市地方創生実行予算」として編成したものです。 

予算総額は 236 億 7千万円で、平成 28年度当初予算総額と比較して 4億 1千万円、率にして 1.7％

の減となりますが、大型プロジェクトであった新庁舎建設及び新庁舎への移転経費を要した 27、28

年度を除くと、過去最大規模となる予算といたしました。 

主要事業としては、重点プロジェクト事業である大松山運動公園拡張整備事業における陸上競技場

建設工事費をはじめ、農業水利施設である宮前堰改修事業、三王山地区及び仁良川地区公園整備事業

等のほか、東京圏からの定住促進に向けた「下野市都市再構築プラン策定」への取組や、本市の特性

を生かした「歴史的風致維持向上計画策定」に取り組むものです。 

また、すべての人が住み慣れた地域で安心して暮らせる社会の実現のための障がい者福祉計画策定

事業、母子保健に関する総合的相談支援拠点となる「子育て世代包括支援センター」の設置のほか、

産後一か月健診助成事業など少子化施策の拡充を図るとともに、市民への防災情報提供とコミュニテ

ィの強化を図るため、新たに、コミュニティ FM放送局の開設に向け取り組むものです。 

更に、今後の行財政経費削減の一環として、昨年に引き続き公園施設や橋梁の長寿命化事業への取

組をはじめ情報機器リース方法の見直し等、改善工夫に努めたところです。 

歳入の根幹をなす市税については、まず市民税では給与所得の伸びが鈍い傾向であることから前年

度比 600 万円の微減。固定資産税においても新築家屋が増となる一方、地価の下落傾向により 300

万円の減を見込むものであります。また、施策実現のため、普通建設事業の推進にあたっては、合併

特例事業債 12億 6,540 万円に加え、公共事業等債 5億 9,580 万円を有効活用するほか、減債基金や

財政調整基金等も効率的に活用しながら健全財政の維持を図ったところです。 

(単位：千円)

予 算 額 の 

対前年度比較

H29 年度 H28 年度 増減額 伸び率 

23,670,000 24,080,000   ▲410,000  ▲1.7％ 

年　度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度

予　算　額 20,730 23,140 27,380 24,080 23,670
上記の内、
庁舎建設関連予算額 584 2,411 4,583 422 -
予　算　額 20,146 20,729 22,797 23,658 23,670
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１．地方創生事業（推進交付金活用事業）  総事業費 50,528 千円 

  ○しもつけ・未来・プロモーション事業        31,148 千円 
○地元農畜産物普及事業                1,519 千円 
○観光プロモーション事業               3,280 千円 
○イベント事業                    5,847 千円 
○定住希望者住宅取得支援事業             4,206 千円 
○社会教育事業                         ,,,,    40 千円 
○東の飛鳥プロモーション事業             3,582 千円 
○スポーツ振興事業                            ,,     906 千円 

２．しもつけ重点プロジェクト 

（第二次総合計画前期基本計画に定める重点的・戦略的に取り組むべき施策・事業） 

① 「人いきいき」～“市民の幸せを高める幸せ実感都市”の実現～ 

平成 29年度事業費＝1,636,473 千円 

（主な内容） 

○がん・結核・自殺予防対策の推進      （108,559 千円）  

○母子保健・母子支援の推進           （ 64,021 千円） 

○地域子ども・子育て支援事業の推進    （360,884 千円） 

○小中一貫教育の推進                   （473 千円） 

○大松山運動公園拡張整備事業の推進（1,087,153 千円） 

② 「街いきいき」～“人・自然・文化を活かした交流するまち”の実現～ 

平成 29年度事業費＝569,839 千円 

（主な内容） 

 ○三王山地区公園整備の推進  ,   ,       （120,000 千円） 

○６次産業化の取組への支援              （7,500 千円） 

⇒石橋地区都市農村交流施設指定管理

○担い手への農地集積・集約の推進         （33,764 千円） 

 ○商店街賑わいの再生                 （20,767 千円） 

⇒まちなか商店リフォーム補助、空き店舗対策事業補助、プレミアム付き商品券発行等

 ○道の駅しもつけを核とした観光の創出       （33,382 千円） 

⇒道の駅指定管理料、観光ツアー業務委託等 

○都市計画マスタープランの改定・推進        （12,000 千円） 

⇒下野市都市再構築プラン策定

○主要幹線道路ネットワーク・通学道路対策の推進 （293,860 千円） 

③ 「暮らしいきいき」～“市民と市が協働で目的を達成するまち”の実現～ 

平成 29年度事業費＝25,613 千円 

（主な内容） 

○防災・減災意識の推進     （1,266 千円） 

⇒自主防災組織活動補助金交付事業、水防事業

○消費生活基本計画の推進   （5,149 千円） 

○下野市自治基本条例によるまちづくりの推進（630 千円） 

○男女共同参画の推進       （2,122 千円）  

○公共施設の再配置等の検討・推進（116 千円） 

⇒公共施設マネジメント推進事業
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３．第二次総合計画基本構想施策大綱 

◆将来像「ともに築き 未来へつなぐ 幸せ実感都市」実現のための６つの目標 

                      （★印＝重点プロジェクト事業） 

目標１：大切な命を育み、健康で笑顔あふれるまちづくり ・・・・・・・・・・・・ 

（主な事業） 
○こども医療費助成事業  253,527 千円     ○障がい者自立支援事業  786,982 千円 
○生活保護費       695,786 千円      ○児童手当事業       998,864 千円  
○教育・保育施設型委託事業 1,043,860 千円 
○がん対策事業 ★    107,291 千円    ○予防接種事業       165,272 千円 
○国民健康保険特別会計繰出金  369,879 千円  
○後期高齢者医療負担・広域連合負担・特別会計操出金 ,, 540,071 千円 
○児童館整備事業 （南河内児童館改修・国分寺駅西児童館増築）40,738 千円 
  （新）障がい者福祉計画策定事業            ,             773 千円 
（新）子育て世代包括支援センター事業 ★                2,398 千円    
（新）産後一か月健診助成事業 ★                       2,470 千円   
（新）婚姻届・出生届提出記念事業 ,                       292 千円   
（新）「お母さんに感謝状」贈呈事業,                       113 千円

目標２：文化を育み、心豊かな人を育て未来につなぐまちづくり ・・・・・・・・・ 

（主な事業） 

○石橋北小・国分寺中学校プール改修事業         92,147 千円 

 ○南河内公民館改修事業                    88,280 千円 

○大松山運動公園拡張整備事業 ★        ,  1,087,153 千円  

○国分寺 B&G海洋センター改修事業                   188,669 千円 

○しもつけ風土記の丘資料館整備事業（用地取得等） ,  18,152 千円 

○下野薬師寺・国分寺・国分尼寺跡保存整備事業         19,402 千円 

○文化振興事業（芸術文化事業、グリムの森・グリムの館管理）,36,622 千円 

（新）石橋中学校大規模改修事業（実施設計業務）     52,920 千円  

（新）グリムの森施設整備事業 （大道具搬入路等整備）   6,157 千円 

目標３：豊かな自然と人に優しい環境が共生した安全・安心なまちづくり・・・・・ 

（主な事業） 

○三王山地区公園整備事業 ★                125,910 千円 

○仁良川地区公園整備事業                  227,800 千円 

○公園施設長寿命化事業                 25,800 千円  

○石橋地区消防組合負担金                  835,635 千円 

○消防団運営事業                   49,338 千円  

○消防施設整備事業（自動車整備含む）★    ,    46,341 千円     

○防犯灯推進管理事業                     13,747 千円 

○一般廃棄物収集運搬業務事業            247,159 千円 

目標４：地域資源を活かし、産業・地域が躍進するまちづくり ・・・・・・・・・・・・・・ 

（主な事業） 

 ○担い手支援事業 ★                  14,864 千円   

 ○新規就農総合支援事業 (青年就業給付金)         27,000 千円 

 ○農業基盤整備促進事業                64,183 千円 

 ○多面的機能支払事業                 69,839 千円 
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 ○中小企業制度融資事業               501,700 千円 

 ○観光振興・観光協会育成・ブランド推進等事業    63,123 千円 

○企業立地奨励金                   1,000 千円 

（新）石橋地区都市農村交流施設(指定管理) ★            7,500 千円 

（新）産地パワーアップ事業(機器導入支援)    ,, 28,500 千円 

（新）新規就農総合支援事業 (新規就農者向け園芸作物生産施設・機械導入事業補助) 

,,,3,500 千円 

目標５：快適でうるおいのある環境で新たな人の流れをつくるまちづくり ・・・・・ 

（主な事業） 

○高速道路利用検討事業                8,716 千円 

○土地区画整理事業特別会計繰出金（仁良川・石橋駅周辺）,613,386 千円 

    ○市道整備・維持管理事業（仁良川地区道路整備含む）    785,116 千円 
○自治医大駅東口バリアフリー事業           5,000 千円  

  ○地籍調査事業                     8,603 千円 
  ○公共下水道事業特別会計繰出金         ,  525,662 千円 

  （新）下野市都市再構築プラン策定事業  ,,★           12,000 千円 
（新）市道 1-9 号線整備事業 （概略設計)  ★             3,000 千円 

目標６：市民が主役の市民と行政が協働するまちづくり ・・・・・・・・・・・ 

（主な事業） 

○自治基本条例推進事業 ★             ,, ,,,630 千円  

○男女共同参画推進事業 ★              2,122 千円   

○コミュニティセンター管理運営・指定管理      31,853 千円 

○市民活動支援事業                  5,896 千円 

○公共施設マネジメント推進事業 ★     ,,,,      116 千円  

○広報発行事業 ★                 12,199 千円 

（新）コミュニティ FM放送設備事業 （実施設計)        10,887 千円 

４．起債事業 
【合併特例事業債事業】 

事業費総額     2,136,127 千円  （特例債総額 1,265,400 千円） 

（事業内訳） 

                                                         事業費   （充当額） 

1) 薬師寺保育園整備事業                   21,266 千円 （ 20,200） 

2) 南河内児童館整備事業                    38,887 千円 （ 36,900） 

3) 市道大規模修繕事業（箕輪・小金井）              91,240 千円  （ 12,400） 

4) 市道 1-2 号線他整備事業（下古山～上古山）      ,,,,, 64,000 千円 （ 29,000） 

5) 市道 1-8 号線整備事業（笹原）             ,,,,53,400 千円 （ 16,500） 

6) 市道 2-10号線整備事業（細谷）            , 18,050 千円  （  4,800） 

7) 市道 2113・2132 号線整備事業 （古山小西）      ,,, 58,000 千円 （ 55,100） 

  8) 自治医大駅東口バリアフリー事業                    ,  5,000 千円   (  4,700）  

  9) 仁良川地区土地区画整理事業              113,000 千円  （ 48,300）  

10) 三王山地区公園整備事業               120,000 千円 （ 57,400） 

11) 消防ポンプ車整備事業                   18,814 千円 （  8,900） 

12) 消防器具置場整備事業                  27,192 千円 （ 12,900） 
４



13) 石橋北小学校プール改修事業                      46,473 千円 （ 44,100） 

14) 国分寺中学校プール改修事業                      45,674 千円 （ 43,300）     

 15) 石橋中学校大規模改修事業                        52,920 千円 （ 50,200） 

 16）南河内公民館改修事業                        ,,,,  88,280 千円 （ 83,800） 

17) 大松山運動公園拡張整備事業                      1,085,298 千円  （577,700） 

18) 国分寺 B&G海洋センター改修事業         ,,,,,,, 188,669 千円 （159,200） 

【公共事業等債事業】 

事業費総額     2,276,475 千円  （起債総額 595,800 千円） 

（事業内訳）                                             事業費   （充当額） 

1) 農業基盤整備促進事業（石橋南部・江川・武名瀬川地区）,,,,,,56,627 千円 （ 17,600） 

2) 農業水利施設保全対策事業（宮前堰改修）         ,290,350 千円 （ 51,800） 

3) 市道大規模修繕事業                     ,91,240 千円 （ 31,600） 

4) 橋梁長寿命化修繕事業                    ,15,500 千円  ( ,,, 5,700） 

5) 市道 1-2 号線他整備事業                  64,000 千円 ,（ 13,500） 

6) 市道 1-3 号線整備事業（小金井ライスセンター東）     11,900 千円 ,（  4,700） 

7) 市道 1-5 号線整備事業                    56,310 千円 ,（ 20,300） 

8) 市道 1-8 号線整備事業                    53,400 千円 ,（ 14,500） 

9) 市道 2-2 号線整備事（下長田）              56,100 千円 ,（ 21,800） 

10) 市道 2-7号線整備事業（新石橋病院西）        ,,, 21,000 千円 （ 10,200） 

 11) 市道 2-10 号線整備事業                 ,  18,050 千円 ,（,,, 5,200） 

 12) 三王山地区公園整備事業                   120,000 千円 ,（ 32,100） 

 13) 仁良川地区道路整備事業                  111,700 千円 ,（ 31,300） 

 14) 仁良川地区公園整備事業                   225,000 千円  ,(121,500） 

 15）大松山運動公園拡張整備事業              1,085,298 千円 ,（214,000） 

【消防施設整備事業債事業】 

 事業費総額     46,006 千円  （起債総額 22,900 千円） 

（事業内訳）                                          ,,  事業費   （充当額） 

1) 消防ポンプ車整備事業 （4-2 石橋）                   18,814 千円  （ 9,400） 

2) 消防器具置場建設事業 （7-1 小金井）                 27,192 千円  （13,500） 

５．全会計予算額 
 (単位：千円)

会 計 名 H29予算額 H28予算額 比較増減 伸び率 

1 一  般  会  計 23,670,000 24,080,000 -410,000 -1.7%

2 国民健康保険特別会計 6,679,657 6,552,098 127,559 1.9%

3 後期高齢者医療特別会計 576,489 546,204 30,285 5.5%

4 介護保険特別会計(保険事業勘定) 4,204,676 3,749,181 455,495 12.2%

5 介護保険特別会計(サービス事業勘定) 0 6,368 -6,368 皆減

6 公共下水道事業特別会計 1,799,268 1,878,577 -79,309 -4.2%

7 農業集落排水事業特別会計 415,857 412,134 3,723 0.9%

8 石橋駅周辺土地区画整理事業特別会計 8,180 9,600 -1,420 -14.8%

9 仁良川地区土地区画整理事業特別会計 675,918 730,402 -54,484 -7.5%

10 水道事業会計 1,565,745 1,626,902 -61,157 -3.8%

   計  39,595,790 39,591,466 4,324 0.0%
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