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令和２年度下野市一般会計当初予算概要

令和２年度一般会計当初予算は、市民の幸福感の向上を目指した「第

二次下野市総合計画前期基本計画」の最終年度であることから、後期基

本計画へと繋がるように各施策を検証し、新しい市政の方向性を示すた

めの予算としました。また、「第二期下野市まち・ひと・しごと創生総合

戦略」「第四次下野市行政改革大綱実施計画」が新たに策定されること

から、これらを軸に、これまで確実に積み上げてきたまちづくりの持続

的な成長を活かしつつ、財政健全化計画の遵守による健全財政を堅持す

べく「下野市 成長と次世代へつなぐバランス予算」として編成しまし

た。

「第二次下野市総合計画前期基本計画」では、「こども医療費助成」の

18 歳までの拡充や小中一貫教育の推進と合わせて学校施設の充実を図

るため「石橋中学校大規模改修事業」を実施し、「防災・減災施設整備の

充実」など幸せ実感都市の実現を目指してきました。

今後はＳＤＧｓの考え方を盛り込んだ後期計画へとつなぐべく「産業

団地整備推進事業」や「スマートＩＣ整備事業」を推進し、「天平の丘公

園再整備計画」や「景観計画」を策定していくことで新たな環境づくり

にも取り組んでまいります。

その結果、予算総額は 270 億 1 千万円で、今年度と同様に 270 億

円を超える積極型予算規模となりました。

地方創生事業としては、地域の賑わいづくりを担う人材の育成を目的

としたシモツケ大学を開催し、「公共施設公民連携推進事業」を積極的

に展開するとともに、本市の歴史的遺産を全国に発信し誘客を図るため

の「東の飛鳥プロジェクト推進事業」や、「観光振興事業」なども実施

し、併せて天平の丘公園周辺施設整備も進めてまいります。

主な新規・主要事業としては、新聞を教材とした児童の学力向上及び

家庭におけるコミュニケーションの推進を図るための「下野市新聞の日」

体験事業を新規で行います。
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また、健康に暮らせるまちづくりの実現を目指し、「がん対策事業」や

「予防接種事業」では需要の高い任意予防接種の費用を助成するなど、

予防対策を積極的に推進するとともに、「歯科衛生事業」では２歳児の

歯科検診を従来の集団から個別に移行し、かかりつけ医を持つことに繋

げ、罹患率の低減に取り組みます。

なお、全国で発生する自然災害に対しては、迅速な復旧はもとより、

被害の最小化を目指した備えによる防災・減災への取組として、国土強

靭化地域計画の策定及び消防防災施設管理事業、自主防災組織活動補助

金交付事業を推進してまいります。

また、地球環境にやさしく快適に暮らせる環境づくりへの取り組みと

して、「地球温暖化対策事業」では新たに電気自動車等購入費補助金を

設けました。

普通建設事業費の主なものは、「義務教育学校整備（16 億 6,830 万

円）」、「国分寺公民館改修事業（1 億 9,519 万円）」等の教育関係予算、

下野市交通バリアフリー特定事業計画に基づく「自治医大駅周辺整備事

業」や、自治会等から要望された「生活道路の修繕」等の建設関係予算、

地域活動支援機能及び障がい福祉支援機能を整備する旧国分寺西小学

校 改 修 事 業 な ど が あ げ ら れ 、 歳 出 に 占 め る 普 通 建 設 事 業 費 の 割 合 は

17.3％となりました。

歳入の根幹をなす市税については、市民税では給与所得における賃金

引上げの流れが上昇基調であることから前年度比 2,600 万円の増。固

定資産税においては、設備投資による償却資産の増により、前年度比

6,100 万円の増。市税全体で、前年度比 9,200 万円の増を見込みまし

た。

「第三次下野市長期財政健全化計画」に基づき、普通建設事業の財源

には、活用期限最終年度となる合併特例事業債を 5 億 5,760 万円と見

込み、公共事業等債（2 億 6,140 万円）などの財政措置の優位な地方

債を積極的に活用するほか、減債基金や財政調整基金、公共施設等整備

基金等についても計画的に活用しながら総合計画の実現と健全財政の

両立を図ってまいります。
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当初予算の推移 （単位：百万円）

Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｒ１ Ｒ２ Ｒ2-Ｒ1 伸び率

予算額 24,080 23,670 25,860 27,200 27,010 －190 －0.7%

建設費以外 19,816 19,925 20,020 21,345 22,330 987 4.6%

普通建設事業費 4,264 3,745 5,840 5,855 4,680 －1,175 －20.1%

普通建設事業費の割合 17.7% 15.8% 22.6% 21.5% 17.3%

当初予算額の推移

合併後（15 年間）の普通建設事業費の推移

注：平成 30 年度までは決算ベース、令和元・2年度は当初予算ベース
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１．地方創生事業 総事業費 108,693 千円

○ 総合戦略推進事業 258 千円

⇒第２期総合戦略の進行管理と推進

○ しもつけ・未来・プロモーション事業 18,195 千円

⇒ポータルサイトやＳＮＳを活用した情報発信、移住セミナー開催

○ 地域連携事業 128 千円

⇒他市町と連携した地域振興や移住定住事業の推進

○ 移住支援事業 5,000 千円

⇒主に東京 23 区居住者が転入し、就職・起業した場合の補助

○ 地域おこし協力隊事業 22,412 千円

⇒協力隊員による地域協力活動や事業の推進

○ 公共施設公民連携推進事業 5,414 千円

⇒シモツケ大学を開催し、「ふるさと」支援の人材育成に取り組む事業

○ 市内公共交通運行事業 36,420 千円

⇒上三川町、壬生町との広域バスの運行

○ 観光振興事業 813 千円

⇒ノベルティグッズの作成及びＰＲ活動

○ 観光プロモーション事業 3,650 千円

⇒市の認知度や観光推進のためのイベント開催（燈桜会）

○ 下野ブランド推進事業 4,213 千円

⇒地域資源をブランド認定、しもつけ BRAND フェア等イベントの開催

○ 定住希望者住宅取得支援事業 5,983 千円

⇒住宅新築などに補助（子ども加算有）、家庭菜園の整備

○ 社会教育事業 60 千円

⇒コミュニケーション力・スキルアップ講座の開催

○ 東の飛鳥プロジェクト推進事業 6,147 千円

⇒本市の歴史的遺産を「東の飛鳥」として全国に発信

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～

令和２年度事業費＝1,034,372 千円

（主な内容）

○ がん・結核・自殺予防対策の推進 131,949 千円

○ 母子保健・母子支援の推進 54,044 千円

○ 救急医療体制の充実 10,156 千円

○ 地域子ども・子育て支援事業の実施 663,763 千円

⇒保育園・学童保育の運営、子育て環境整備

○ 認知症施策の推進（介護特会） 3,872 千円

⇒高齢者の見守りネットワークづくり、認知症カフェ

○ 障がい者（児）福祉施設の充実 158,713 千円

○ 子ども未来プロジェクトの推進 503 千円

○ 小中一貫教育の推進 3,439 千円



5

○ 生涯学習推進計画の推進 2,491 千円

○ 文化芸術団体（文化協会等）活動の支援 5,442 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～

令和２年度事業費＝ 672,542 千円

（主な内容）

○ 三王山公園整備の推進（管理） 37,122 千円

○ 防災・減災施設整備の充実 54,346 千円

⇒非常備消防事務費、消防防災施設管理・整備

○ 担い手への農地集積・集約の推進 26,850 千円

○ 商店街賑わいの再生 149,527 千円

⇒商工会支援、石橋多目的広場整備事業

○ 医療・福祉系産業の誘致・育成 6,871 千円

⇒産業団地の整備

○ 道の駅しもつけを核とした観光の創出 103,776 千円

○ 都市計画マスタープランの改定・推進 10,684 千円

○ 主要幹線道路ネットワーク・通学道路対策の推進 283,366 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～

令和２年度事業費＝ 203,925 千円

（主な内容）

○ 通学路安全対策の推進 4,908 千円

○ 防災・減災意識の推進 2,043 千円

⇒自主防災組織活動補助

○ 消費生活基本計画の推進 5,878 千円

○ 環境基本計画の推進 273 千円

○ 自治基本条例によるまちづくりの推進 2,751 千円

○ 男女共同参画の推進 3,838 千円

○ 財政改革の推進 3,131 千円

○ 公共施設の再配置等の検討・推進

⇒石橋複合施設整備事業・旧国分寺西小学校利活用 123,392 千円

○ 広報（各種情報発信手段の活用）の充実 57,711 千円
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３．第二次下野市総合計画実施計画

◆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）

ＳＤＧｓの 17 のゴールに向けた事業

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）

○ 予防接種事業 203,474 千円 3

⇒四種混合、ＢＣＧ、ＭＲなど各種予防接種の実施

○ 母子保健事業 49,972 千円★ 3

⇒妊産婦健診の助成

○ がん対策事業 131,005 千円★ 3

⇒早期発見、治療を目指した検診の実施

○ 心の健康づくり自殺対策事業 444 千円★

⇒こころの健康相談の開催

○ 地域医療体制整備事業 10,156 千円★ 3

⇒休日・夜間の救急医療の確保

○ 生後４ケ月までの全戸訪問事業 2,135 千円★ 3

⇒助産師・保健師などによる家庭訪問の実施

○ 育児ママ・パパリフレッシュ事業 2,712 千円★ 3

⇒乳幼児の一時預かりへの支援

○ 学童保育室整備事業 9,754 千円★

⇒南河内中学校区義務教育学校の学童施設整備

○ 認定こども園整備事業 136,611 千円

⇒わかくさ保育園への施設整備補助

○ 障がい者自立支援給付事業 894,080 千円 3

⇒介護給付、訓練等給付

○ 生活保護費 688,510 千円 3

⇒厚生労働大臣の定める基準に基づく生活保護費

○ ファミリー・サポート・センター事業 4,052 千円★ 3

⇒地域における育児の相互援助活動の推進
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（新）２歳児歯科検診 1,629 千円 3

⇒個別の２歳児歯科検診の実施

（新）成年後見制度法人後見支援事業 13,380 千円 3

⇒高齢者及び障がい者等の権利擁護支援事業

(新) 学童保育事業所運営費補助金交付事業 26,892 千円 3

⇒民間学童保育事業所への補助金交付事業

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）

○ 児童生徒英語教育推進事業 38,623 千円 4

⇒外国語指導助手の配置

○ 下野子ども力発動プロジェクト事業 503 千円★ 12

⇒子どもたち自身による学校をよりよくするための活動

○ 奨学金貸付事業 22,260 千円 4

⇒無利子で高校・大学生に奨学金を支援

○ 小中一貫教育推進事業 3,439 千円★ 4

⇒中学校区ごとの小中一貫教育の推進

○ 小中学校コンピュータ管理事業 108,072 千円

⇒小中学校の情報機器整備

○ 園小学校トイレ改修事業 85,580 千円

⇒祇園小学校のトイレの洋式化・床面のドライ化

○ 緑小学校空調設備改修事業 23,441 千円

⇒緑小学校の職員室・管理室系統の空調設備改修

○ 義務教育学校整備事業 1,668,302 千円 4

⇒南河内中学校区の小中一貫教育実施のための施設整備

○ 東の飛鳥プロジェクト推進事業（明日香村交流事業を除く） 5,835 千円 4

⇒本市の歴史的遺産を「東の飛鳥」として全国に発信

○ 石橋複合施設整備事業 42,447 千円★ 4

⇒デザインアンドビルド業務

○ グリムの森施設整備事業 179,443 千円

⇒特定天井、空調、照明、屋根改修

○ しもつけ風土記の丘資料館整備事業 205,967 千円 4

⇒しもつけ風土記の丘資料館のリニューアル工事

○ 国分寺公民館改修事業 195,190 千円

⇒国分寺公民館の大規模改修

(新) 中学生海外相互派遣事業 4,927 千円

⇒中学生海外派遣、姉妹都市中学生の受入

（新) 「下野市新聞の日」新聞を楽しむ体験事業 600 千円 4

⇒新聞を教材に市内全児童生徒の学力向上を図る

(新) 明日香村交流事業 312 千円

⇒文化財・史跡を通じた市民交流事業

(新) オリンピック関連事業 6,944 千円

⇒本市出身の高藤選手のオリンピック出場関連事業

(新) オリンピック・パラリンピック推進事業 574 千円

⇒パラリンピック聖火フェステバルの実施
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(新) 別処山公園トイレ改修工事 11,957 千円

⇒別処山公園のトイレの洋式化

(新) 別処山公園遊具設置工事 7,439 千円

⇒別処山公園の遊具設置

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）

○ 三王山ふれあい公園管理事業 37,122 千円★

⇒三王山ふれあい公園指定管理

○ 自主防災組織活動補助金交付事業 1,490 千円★ 11

⇒防災士資格取得補助、防災資機材整備補助、防災活動補助

○ 消防防災施設管理事業 26,684 千円★ 11

⇒消火栓・防災カメラ・屋外拡声器などの維持管理

○ 消防防災施設改修事業 7,802 千円★ 11

⇒器具置場などの施設改修・整備

○ 災害事業 4,499 千円 11

⇒備蓄目標計画数量を基に備蓄品や資機材の整備

○ 地域公共交通網形成計画策定事業 4,380 千円 11

⇒地域公共交通網形成計画の策定

○ 防犯対策事業 6,690 千円 11

⇒防犯カメラ設置費補助

○ 消費者行政事業 5,878 千円★ 11

⇒消費生活センター運営、消費者まつり実施

○ 市内公共交通運行事業 62,140 千円 11

⇒デマンドバス運行管理業務、上三川町、壬生町との広域連携バス運行

○ 一般廃棄物収集運搬業務委託事業 286,352 千円 12

⇒一般廃棄物収集運搬業務

○ 環境基本計画推進事業 273 千円★ 13

⇒環境フェア開催、環境家計簿診断

（新) 電気自動車等購入費補助金 3,000 千円 13

⇒電気自動車等購入費補助

(新) 災害廃棄物処理計画策定業務 5,363 千円 11

⇒災害廃棄物処理計画の策定

（新) 地域防災計画策定業務 4,730 千円★ 11

⇒地域防災計画の修正

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）

○ 地域ブランド支援事業 6,749 千円

⇒かんぴょう生産者連絡協議会、かんぴょう祭り開催

○ 担い手支援事業 17,890 千円★ 2

⇒担い手農家への機械導入等の支援

○ 新規就農総合支援事業 22,500 千円 2

⇒新規就農者への交付金支援、施設・機械導入支援
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○ 農道整備事業 67,898 千円

⇒農道の整備

○ 環境保全型農業推進事業 4,942 千円 2

⇒有機農業、低農薬栽培の支援

○ 商工業振興事業 29,198 千円 8

⇒工場誘致奨励金、まちなか商店リフォーム補助

○ 中小企業制度融資事業 501,800 千円 8

⇒中小企業の資金調達支援

○ 商工会支援事業 36,052 千円★ 17

⇒商工会運営費・事業費補助

○ 産業団地整備推進事業 6,871 千円★ 9

⇒団地内水道管網計算業務、文化財調査

○ 観光プロモーション事業 10,040 千円 8

⇒花まつり駐車場管理、燈桜会運営委託

○ 天平の丘公園周辺施設整備事業 18,992 千円

⇒公園再整備の基本計画策定

(新) 道の駅しもつけ修繕・拡張事業 103,776 千円★

⇒駐車場拡張工事と道の駅の改修

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）

○ 地籍調査事業 33,734 千円

⇒小金井地区

○ 石橋駅周辺土地区画整理事業 9,640 千円 11

⇒特別会計繰出金

○ 仁良川地区土地区画整理事業 312,667 千円 11

⇒特別会計繰出金

○ ＪＲ小金井駅東西自由通路修繕事業 9,946 千円

⇒ＪＲへの委託工事

○ 通学路安全施設整備事業 4,853 千円★

⇒路側帯のカラー舗装化等

○ スマートＩＣ整備事業 208,408 千円 9

⇒用地買取、ネクスコ東日本への整備負担金

○ 生活道路修繕事業 25,781 千円

⇒自治会などから要望があった市道の整備・修繕

○ 自治医大駅周辺整備事業 75,000 千円 11

⇒道路改良工事

○ 公園施設長寿命化対策事業 34,564 千円 11

⇒遊具等更新工事

(新) サイクリングロード舗装修繕工事 5,764 千円

⇒サイクリングロードの計画的な舗装修繕

(新) 景観計画策定事業 9,815 千円 11

⇒景観計画策定に向けた基礎調査
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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 905 千円★

⇒情報紙「らいさま」発行

○ 男女共同参画推進事業 1,467 千円★ ５

⇒情報紙「シェアリング」発行、つどいの開催

○ しもつけ・未来・プロモーション事業 18,195 千円 11

⇒ご当地アニメやポータルサイトの活用促進、東京圏でのセミナー開催

○ 公共施設マネジメント推進事業 6,792 千円★

⇒個別施設計画の進捗管理と見直し

○ 広報広聴業務事業費 57,711 千円★ 11

⇒広報しもつけ、行政カレンダー発行、コミュニティＦＭ番組制作委託

○ 地域おこし協力隊事業 22,412 千円 8

⇒協力隊員による地域協力活動や事業の推進

○ 石橋多目的広場整備事業 113,475 千円 11

⇒広場、施設整備

○ 石橋複合施設整備事業 42,447 千円★

⇒デザインアンドビルド業務

(新) 公共施設公民連携推進事業 5,414 千円★ 11

⇒シモツケ大学を開催し、「ふるさと」支援の人材育成に取り組む事業

４．起債事業

【合併特例事業債事業】

事業費総額 1,041,213 千円 （起債総額 557,600 千円）

（事業内訳） 事業費 （充当額）

① ゆうゆう館改修事業 32,598 千円（ 24,400 千円）

② 農道整備事業 60,408 千円（ 17,300 千円）

③ 生活道路修繕事業 13,200 千円（ 9,900 千円）

④ 市道 9151 号線整備事業 58,622 千円（ 43,900 千円）

⑤ 公園施設長寿命化対策事業 27,645 千円（ 13,200 千円）

⑥ 仁良川地区道路整備事業 10,300 千円（ 7,700 千円）

⑦ 小学校施設整備事業 11,880 千円（ 8,900 千円）

⑧ 園小学校トイレ改修事業 85,580 千円（ 15,800 千円）

⑨ 緑小学校空調整備改修事業 23,441 千円（ 7,300 千円）

⑩ グリムの森施設整備事業 178,948 千円（ 64,400 千円）

⑪ 国分寺公民館改修事業 195,190 千円（ 170,400 千円）

⑫ 下野国分寺尼寺跡整備事業 65,835 千円（ 35,700 千円）

⑬ しもつけ風土記の丘資料館整備事業 187,707 千円（ 94,200 千円）

⑭ 国分寺Ｂ＆Ｇプール改修事業 29,040 千円（ 10,000 千円）

⑮ 石橋体育センター改修事業 41,503 千円（ 22,300 千円）

⑯ 運動場改修事業 19,316 千円（ 12,200 千円）
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【公共事業等債事業】

事業費総額 736,639 千円 （起債総額 261,400 千円）

（事業内訳） 事業費 （充当額）

① 農業水利施設保全対策事業（蟹川堰） 1,028 千円（ 900 千円）

② 石橋多目的広場整備事業 113,440 千円（ 48,500 千円）

③ 市道１－５号線整備事業（石橋地内 東田橋西） 57,453 千円（ 13,500 千円）

④ 市道１－３号線他整備事業（小金井地内） 45,985 千円（ 13,500 千円）

⑤ 市道２－１号線整備事業（上古山地内） 43,268 千円（ 8,100 千円）

⑥ 市道２－７号線整備事業（石橋地内 石橋病院西） 104,161 千円（ 40,500 千円）

⑦ 市道２－１０号線整備事業（細谷地内） 7,395 千円（ 2,000 千円）

⑧ 自治医大駅周辺整備事業（自治医大駅東） 75,000 千円（ 34,600 千円）

⑨ スマートＩＣ整備事業 208,408 千円（ 79,300 千円）

⑩ 公園施設長寿命化対策事業（日酸、夕やけ、諏訪山、笹根、丸野公園）

27,645 千円（ 4,500 千円）

⑪ 石橋複合施設整備事業 33,540 千円（ 14,700 千円）

⑫ 運動場改修事業（別処山公園） 19,316 千円（ 1,300 千円）

【緊急防災・減災事業債事業】

事業費総額 178,948 千円 （起債総額 93,000 千円）

（事業内訳） 事業費 （充当額）

① グリムの森施設整備事業（特定天井・空調設備） 178,948 千円（ 93,000 千円）

【学校教育施設等整備事業債事業】

事業費総額 1,856,455 千円 （起債総額 250,500 千円）

（事業内訳） 事業費 （充当額）

① 義務教育学校整備事業 1,668,289 千円（ 155,100 千円）

② 園小学校トイレ改修事業 85,580 千円（ 32,200 千円）

③ 緑小学校空調設備改修事業 23,441 千円（ 6,800 千円）

④ 小学校施設非構造部材修繕事業 15,708 千円（ 8,900 千円）

⑤ 石橋中学校大規模改修事業 63,437 千円（ 47,500 千円）

【公共施設等適正管理推進事業債・集約化複合化事業】

事業費総額 1,677,133 千円 （起債総額 1,190,200 千円）

（事業内訳） 事業費 （充当額）

① 学童保育室整備事業 8,844 千円（ 7,900 千円）

② 義務教育学校整備事業 1,668,289 千円（1,182,300 千円）
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【公共施設等適正管理推進事業債・転用事業】

事業費総額 168,663 千円 （起債総額 122,400 千円）

（事業内訳） 事業費 （充当額）

① 旧国分寺西小学校利活用事業 68,739 千円（ 61,800 千円）

② 旧国分寺西小学校改修事業 99,924 千円（ 60,600 千円）

【公共施設等適正管理推進事業債・長寿命化事業】

事業費総額 108,521 千円 （起債総額 97,600 千円）

（事業内訳） 事業費 （充当額）

① 市道１－１号線（上古山）、市道１－３号線（中大領）、市道１－１２号線（小金井）

108,521 千円（ 97,600 千円）

【一般事業債・石綿対策事業】

事業費総額 52,184 千円 （起債総額 25,600 千円）

（事業内訳） 事業費 （充当額）

① 障がい者就労支援施設整備事業 52,184 千円（ 25,600 千円）

５．全会計予算額
(単位：千円・％)

R2予算額 R1予算額 比較増減 伸び率

1 一 般 会 計 27,010,000 27,200,000 ▲ 190,000 ▲ 0.7

2 国民健康保険特別会計 5,294,338 5,504,355 ▲ 210,017 ▲ 3.8

3 後期高齢者医療特別会計 673,721 646,999 26,722 4.1

4 介護保険特別会計 4,606,813 4,341,430 265,383 6.1

5 石橋駅周辺土地区画整理事業特別会計 9,645 9,618 27 0.3

6 仁良川地区土地区画整理事業特別会計 454,207 444,523 9,684 2.2

7 水道事業会計 1,629,339 1,667,684 ▲ 38,345 ▲ 2.3

8 下水道事業会計 3,376,755 3,284,378 92,377 2.8

43,054,818 43,098,987 ▲ 44,169 ▲ 0.1

会計名

計


