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令和２年度主要事業と当初予算
　令和２年度当初予算案の全会計の規模は、約２２７億３、６００万円となりました。
　今年度の主な取り組みといたしましては、引き続き「潮来市まち・ひと・しごと創生総合戦略」を優先的な課題と位
置づけたうえで、「少子高齢化への対応」や「子育て支援の充実」、「移住定住の促進」を図るとともに、「バスターミナ
ル駐車場整備」、「公共施設の長寿命化」などに重点を置いた編成により、主要事業を推進してまいります。
　子育て支援においては、妊婦健診や未熟児の医療費給付をはじめ、産婦健康診査及び産後ケア、離乳食教室、３歳
児健診における視力検査等に取り組み、妊産婦及び乳幼児の健康の保持・増進を図ってまいります。新たな取り組みと
しては、聴覚障害の早期発見のため新生児の聴覚検査を実施してまいります。また、妊娠された方に授乳服を、１歳児
に読み聞かせ絵本を、小学校新入学児童へランドセルを贈呈する「子育て応援サポート事業」を引き続き実施してまい
ります。 
　また、令和２年４月１日に公立認定こども園「潮来市立あやめこども園」を開園し、幼児教育・保育の充実に努めて
まいります。さらに、学校で美味しい野菜を食べたい事業や、 潮来あやめちゃん米飯給食、潮来野菜の加工品を利用す
るなど、給食の充実に取り組むとともに、新たに第３子以降の給食費無償化により多子世帯への負担軽減を図ってまい
ります。
　そして、大切な資源である水郷の風景の整備に努め、「日本一の水路のまち」を目指す
とともに、県指定文化財の修繕等への補助を実施することで、貴重な史跡・文化財等の
保存・活用に取り組んでまいります。
　今後も、魅力と活力にあふれた「住みたいまち潮来」、「魅力あるまちづくり」の実現を
目指し、市民の皆様と同じ目線に立ち、市民の皆様と一緒になって、公平・公正で分かり
やすい市政運営に今後も取り組んでまいりますので、引き続き、ご支援とご協力をお願い
申し上げます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　潮来市長　原 浩道
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令和２年度　主要な事業　将来像
暮らしを愉しみ 市民が活躍する「水の郷」

＜新規＞潮来駅施設利活用事業　232万円
ＪＲ潮来駅がＩＣカード対応化に伴い無人化とな
ることから、水郷潮来観光協会と連携し駅構内管
理及び観光振興を図るため、潮来駅施設の利活用
促進に取り組みます。

＜拡充＞学校給食　２億1,561万円
学校で美味しい野菜を食べたい事業や、潮来産のお米・野菜の
利用により給食の充実を図るとともに、第３子以降給食費無償
化により、多子世帯への負担軽減を図ります。

＜新規＞
潮来市防犯灯LED化事業  
　　　　　　　151万円
市内の防犯灯をＬＥＤ防犯灯
に整備し、省エネルギー化に
よる環境への配慮及び経済性
の向上を図ります。

＜継続＞消防施設整備事業　5,930万円
第10分団第１部（水原）と第12分団第１部（牛堀）の消防車
両の更新や、水原地区の防火水槽の新設、消火栓２カ所を新設
します。
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行財政政策
○シティプロモーション 524万円
○ふるさとづくり寄付金制度推進
 6,811万円
★ガバメントクラウドファンディング
 600万円
○ふるさと応援基金積立 7,268万円
◎個人番号カード交付 3,202万円
◎個人番号カード利用環境整備
 389万円
★公共施設LED整備 346万円
◎財産管理 7,557万円

市民協働政策
◎地域おこし協力隊 1,316万円
○移住定住促進 161万円
★高速バス等通勤・通学者助成
 780万円
★地域連携 144万円
◎男女共同参画推進 284万円
★国勢調査費 1,313万円
○自治コミュ二ティ助成
 1,580万円
○区長会等 2,392万円

生活環境政策
○塵芥処理施設費 6億7,565万円
★災害等廃棄物処理 2,332万円
○自立・分散型エネルギー設備
　導入促進 30万円
★潮来市防犯灯LED化 151万円
○消防施設整備 5,930万円
○消防団入団 603万円
★潮来市国土強靭化地域計画策定  
 211万円
○消費者対策費 399万円

教育・文化政策
○中学生海外派遣 554万円
★学校教育指導員配置 335万円
○英語指導助手配置等 3,471万円
○特別支援教育支援員配置 
 2,407万円
○小学校整備 395万円
★小学校統合 221万円
○中学校整備 1,498万円
★運動部活動外部指導者派遣支援
 114万円
◎学校給食 2億1,561万円
○学習支援 235万円
◎公民館管理 9,199万円
◎文化財保護 1,666万円
★全国交流レガッタ 78万円
◎東京オリンピック対策 2,039万円
◎花いっぱい運動 306万円
★学校の情報環境整備 5,879万円

産業振興政策
○地産地消販売促進強化 1,060万円
○買ってもらえる米づくり推進
 427万円
◎担い手育成・確保対策 344万円
◎水稲メガファーム育成 1,600万円
◎地域用水環境管理 645万円
◎鳥獣被害防止施設整備促進   
 106万円
○商工振興 1,300万円
○商工業支援 360万円
○広域観光DMOプロジェクト   
 420万円
○あやめまつり大会 2,552万円
★観光関連推進交付金 2,444万円
○外国人観光客誘致 420万円
★潮来駅施設利活用 232万円
○水郷筑波・サイクリングによる
　まちづくりプロジェクト 177万円
○企業誘致 96万円

土地利用・基盤整備政策
○主要道路等整備 2億6,200万円
○都市公園整備 367万円
○若年世帯定住促進助成金
 2,950万円
○地域公共交通網形成 3,311万円
○地籍調査 1,698万円
○バスターミナル駐車場整備
 1億2,676万円
◎河川総務費 955万円
◎都市公園緑地管理 2,825万円
○水道配水管整備 3億2,234万円
◎公共下水道管路整備
 6億2,356万円
○公共下水道ポンプ場整備
 1億6,000万円
○農業集落排水処理場整備
 1億1,000万円

○巡回支援専門員整備 263万円
◎訪問入浴サービス 750万円
◎地域住民等による自発的活動支援  
 47万円
★地域福祉計画策定 412万円
★障害者計画・障害福祉計画策定
 368万円
★高齢者保健福祉計画・介護保険
　事業計画策定 525万円

保健・医療・福祉政策

★地域医療体制支援 856万円
○不妊治療費等助成 335万円
○子育て世代包括支援 334万円
◎母子保健 2,579万円
○子育て応援ｻﾎﾟｰﾄ 621万円
◎認定こども園等費 10億1,859万円
○すこやか医療福祉 2,095万円
◎老人福祉 4,725万円
○高齢者交通対策 1,087万円

令和2年度

政策別
主要事業
　★・・・新規事業
　◎・・・拡充事業
　〇・・・継続事業
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市税
3,022,730 分担金及び負担金

128,765 

使用料及び手数料
174,530 

財産収入
55,670 

寄附金 150,804 繰入金
1,092,518 

繰越金 350,000 

諸収入154,178 

地方譲与税 175,700 

地方消費税交
付金
598,204 

地方交付税
3,384,642 

交通安全対策
特別交付金
3,800 

国庫支出金
1,879,114 

県支出金
887,609 

市債
919,340 

市が行う事業に
国から交付され
るお金です。

市が行う事業に
県から交付され
るお金です。

市の借り入れ金で国や銀
行等から借り入れます。

一般会計の歳入

歳 入
約130億
8,600万円

市町村の財政力に
応じ国から交付さ
れるお金です。

（単位：千円）

15,000

7,334
21,795
3,078
13,367

22,822
25,000
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一般会計の歳出

令和２年度末

109.5億

水道事業会計 9.6億

工業用水道
事業会計 0.3億

下水道事業会計 67.0億

186.4億

市民一人当たり約67万円
人口2万7,874人（令和2年3月1日住基人口）で算出

市債の残高（見込み）
会計項目

一般会計

企
業
会
計

合計

令和元年度 一般会計当初予算

1２８億９,５００万円

令和２年度一般会計当初予算

130億８,６００万円

183億

127億 125億 127億 128億 130億
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一般会計
当初予算の推移

過去５年間の推移（単位：億円）

増減額 増減率

12,895,000 13,086,000 191,000 1.5%

国民健康保険
特別会計 3,357,980 3,236,812 △121,168 △3.6％

介護保険
特別会計 2,185,307 2,171,645 △13,662 △0.6％

後期高齢者医療
特別会計 308,797 348,751 39,954 12.9%

小　　計 5,852,084 5,757,208 △94,876 △1.6％

水道事業会計 1,025,644 1,102,187 76,543 7.5%

工業水道事業会計 17,746 17,757 11 0.1%

下水道事業会計 1,683,637 2,773,028 1,089,391 64.7%

小　　計 2,727,027 3,892,972 1,165,945 42.8%

21,474,111 22,736,180 1,262,069 5.9%

特
別
会
計

企
業
会
計

合　　　計

（単位：千円）
Ｒ元当初
予算額

Ｒ２当初
予算額

比較会計名

一般会計

令和２年度潮来市当初予算

議会費134,376 

総務費
1,630,101 

民生費
4,445,962 

衛生費
1,419,299 

農林水産業費
330,005 

商工費
196,620 

土木費
1,603,412 

消防費
596,523 

教育費
1,213,626 

公債費
1,506,076 

予備費
10,000 

歳 出
約130億
8,600万円

全体的な事務や企画、
財政、選挙等に使われ
るお金のことです。

生活保護、高齢福
祉、障害福祉、児
童福祉等の福祉に
関するお金のこと
です。

健康増進、疾病予防、
ゴミの収集処理等の
お金のことです。

（単位：千円）

※水道事業、工業用水道事業及び下水道事業予算額は、収益的支出及び
資本的支出の合計額

※令和元年度の下水道事業特別会計と農業集落排水特別会計は、下水道
事業会計として企業会計に含めて表示

 


