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ぬくもりを感じる支え合いのまちづくり

　障害のある人や難病患者が能力・適
性に応じて自立した生活を営むことが
できるよう、各種事業を実施するほか、
新たに手話の普及などを図ります。

▶地域生活支援事業【2億1９0万円】▶戸田地区小中一貫校整備事業
【４億 8,６50 万円】

　令和３年４月の戸田小中一貫学校
の開校に向けて、小学校校舎を改修
するとともに、津波から避難するた
めの屋外避難階段を設置します。
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　ひとり親家庭等の子供に対し、基
本的な生活習慣の習得支援や生活指導、
学習支援などを行います。

▶ひとり親家庭等生活向上事業
【４85 万円】

　子どもから高齢者まで、誰もが明るく心身ともに健康に暮らせる住みよいまちづくりを推進します。

笑顔で健康に過ごせるまち

▶放課後児童クラブ運営事業
【３億 1,1４６ 万円】

　金岡小学校にクラブを増設して、
待機児童の解消を図るとともに、令
和３年４月の長井崎小中一貫学校開
校に向けて、放課後児童クラブの整
備を進めます。

　門池小放課後児童クラブ　門池小放課後児童クラブ

▶フレイル対策事業　【1９1 万円】
　高齢者が楽しみながら継続的に健
康チェックする活動の普及に向けて、
その活動の核となる市民サポーター
の増員を図るなど、フレイル対策に
取り組みます。

　保育所等の待機児童対策として、
幼保連携型認定こども園へ移行する
園の整備の支援を行うなど、受け入
れ枠の拡充を図ります。

▶民間保育所等施設整備事業
【2億 8,2３３ 万円】

　親子を対象としたヨガ体験教室　親子を対象としたヨガ体験教室

効率的な行政運営

▶若年がん患者等支援事業【20６万円】
　若年がん患者等を対象とする妊よ
う性温存治療、ウィッグなどの医療
用補整具の購入、在宅療養生活への
支援に取り組みます。

▶予防接種事業　【４億7,7３0万円】
　新たにロタウイルスワクチンの定
期接種を実施するなど、予防接種法
に基づいた感染症予防を進めます。

▶マミーズほっとステーションぬまづ
　運営事業　　　　　　　　　　　【7６7 万円】
　妊娠期から子育て期にわたる切れ
目のない支援を実施するとともに、
新たに産後ケア事業における多胎児
加算に係る自己負担の廃止や、要支
援産婦に対する訪問型育児支援の初
回利用無料化を実施します。

▶「チーム学校」実現事業【1,000 万円】
　「チーム」として学校を支える体制
を整えるため、各種支援員や地域人
材等の活用を進めるとともに、学校
と地域の連携・協働体制の構築に向
けて、モデル地区に学校運営協議会
を設置します。

▶民間保育所等運営支援事業
【1億 ４６４ 万円】

　処遇の改善による保育士確保対策
を進めるとともに、より良い保育環境
の整備に向けて補助職員を配置する保
育施設等に対する支援を実施します。

▶長井崎中学校区小中一貫校整備事業
【４,100 万円】

　令和３年４月の長井崎小中一貫学
校の開校に向けて、中学校校舎を改
修します。

▶戸籍住民基本台帳費　【３３万円】
　マイナンバーカード所有者が窓口
専用端末で住民票の写し等の交付を
簡易に受けられる体制を整備します。
▶地域情報化推進事業 【９９６万円】
　AIやRPAなど、先端技術を活用
した業務の効率化に取り組みます。

▶情報機器整備事業
【1億 8,120 万円】

　情報活用能力の育成を図るため、
小学校６年生の全普通教室に大型デ
ィスプレイを導入するとともに、職
員用タブレットを導入するなど、情
報教育に係る環境を整備します。

　大型ディスプレイを使用した授業　大型ディスプレイを使用した授業

　市民サポーターによるフレイルチェック　市民サポーターによるフレイルチェック

　地域との連携による課外授業　地域との連携による課外授業

子育てしやすいまちづくり

夢ある人を育てるまちづくり
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■一般会計の収入・支出

市税　48.2％市税　48.2％
347 億円347 億円

国庫支出金・県支出金　24.9％国庫支出金・県支出金　24.9％
179 億 5,963 万円179 億 5,963 万円

市債　7.9％市債　7.9％
57 億 2,340 万円57 億 2,340 万円

諸収入　1.7％
12 億 3,042 万円

地方消費地方消費税交付金　6.1％税交付金　6.1％
44 億円44 億円

地方交付税　3.1％
22 億円

繰入金　1.4％
10 億 840 万円

使用料及び手数料　1.8％
12 億 8,481 万円

分担金及び負担金　0.8％
5 億 9,277 万円

その他　4.1％
29 億 6,057 万円

民生費　39.3％民生費　39.3％
282 億 9,860 万円282 億 9,860 万円

土木費　15.9％土木費　15.9％
114 億 4,916 万円114 億 4,916 万円

総務費　8.3％総務費　8.3％
59 億 7,193 万円59 億 7,193 万円

衛生費　9.6％衛生費　9.6％
69 億 3,801 万円69 億 3,801 万円

教育費　9.1％教育費　9.1％
65 億 4,921 万円65 億 4,921 万円

消防費　3.9％
27 億 8,730 万円

商工費　2.0％
14 億 5,438 万円

農林水産業費　1.1％
8 億 1,264 万円

その他　0.9％
6 億 6,909 万円

公債費　9.9％公債費　9.9％
71 億 2,968 万円71 億 2,968 万円

新年度の予算編成新年度の予算編成

新年度の予算編成にあたっては、事業の重要性や必要性、費用対効果等を検証す
るとともに、限られた財源を効果的・効率的に配分するための精査や財源確保に努
めました。

支出
₇₂₀ 億₇₂₀ 億
6,000 万円6,000 万円

■令和２年度の予算総額

※伸び率は、小数点以下第２位を四捨五入したものです。

令和２年度予算額 令和元年度予算額 伸び率

一般会計 ₇₂₀ 億 ₆，₀₀₀ 万円 ₇₂₀ 億 ₇，₀₀₀ 万円 ₀．₀％

特別会計 ₄₀₆ 億   ₉₀₀ 万円 ₄₁₀ 億 ₂，₂₀₀ 万円 ｰ ₁．₀％

　・国民健康保険事業 211 億 7,500 万円 216 億 6,500 万円 ｰ 2.3％

　・土地取得事業 1億 2,000 万円 5億円 ｰ 76.0％

　・介護保険事業 166 億 2,400 万円 162 億 8,900 万円 2.1％

　・後期高齢者医療事業 26 億 9,000 万円 25 億 3,600 万円 6.1％

　・簡易水道事業（統合） 0円 3,200 万円 皆減 

企業会計 ₂₈₀ 億 ₁，₀₀₀ 万円 ₂₇₉ 億 ₂，₃₀₀ 万円 ₀．₃％

　・病院事業 126 億  400 万円 130 億円 ｰ 3.0％

　・水道事業 55 億 7,500 万円 55 億 4,500 万円 0.5％

　・下水道事業 98 億 3,100 万円 93 億 7,800 万円 4.8％

全会計合計 ₁，₄₀₆ 億 ₇，₉₀₀ 万円 ₁，₄₁₀ 億 ₁，₅₀₀ 万円 ｰ ₀．₂％

▶一般会計…市民税や固定資産
税などの市税を主な財源とし
て、福祉や教育、道路の整備
などの事業を行うための会計

説解語用

収入
₇₂₀ 億₇₂₀ 億
6,000 万円6,000 万円

▶特別会計…国民健康保険など
特定の事業を行う場合に、保
険料などの特定収入で、その
支出を賄う会計

▶企業会計…病院の診察料や水
道料金などの特定の収入を財
源とし、独立して行う特別会
計の中で、地方公営企業法の
適用を受ける会計


