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須賀川市

令和２年度当初予算



令和２年度一般会計当初予算

424億１,000万円

前年度 436億2,000万円
前年度比 12億1,000万円 2.8％減



【歳入】 424億1,000万円

･市 税 93億2,430万2千円

･地方交付税 94億7,527万7千円

･国県支出金 123億1,780万9千円

･繰 入 金 28億 199万5千円

･市 債 44億 8,460万 円

･そ の 他 40億 601万7千円

･総 務 費 35億1,067万3千円

･民 生 費 111億8,736万4千円

･衛 生 費 91億 719万1千円

･農林水産業費 26億7,169万3千円

･土 木 費 29億1,052万8千円

･消 防 費 33億6,500万1千円

･教 育 費 52億2,097万5千円

･そ の 他 44億3,657万5千円

令和２年度一般会計当初予算
【歳出】 424億1,000万円



令和２年度当初予算編成重点方針

第８次総合計画「須賀川市まちづくりビジョン
２０１８」の着実な推進

台風第１９号豪雨災害対策・防災体制強化

第２期「須賀川市まち・ひと・しごと創生総合
戦略」の推進

◉

◉

◉



台風第１９号豪雨災害への対応

災害復旧

21億438万7千円

災害対応

46億8,462万1千円
ۇ
ڭ

ۇ
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災害対応

23億7,028万6千円

継
続

繰越対応



台風第１９号豪雨災害への対応
R2年度 災害対応 23億7,028万6千円

事業名 予算額

台風１９号豪雨災害対策事業 16億7,388万5千円
防災体制推進事業 4億4,111万4千円
水田フル活用推進事業 8,395万7千円
須賀川地域体育施設改修事業 6,750万円
農業用施設等維持管理事業 5,326万円
防災対策事業 2,685万5千円

主な事業



第２期「須賀川市まち・ひと・しごと
創生総合戦略」の概要

◉ ４つの基本となる柱（※第1期から継承）

(1) 産業力を強化するまちづくり

(2) すかがわの宝を生かしたまちづくり

(3) 子どもたちの笑顔あふれるまちづくり

(4) 健康な暮らしを守るまちづくり

◉ 本戦略推進のための重点ポイント

(1) 全庁体制による施策の推進

(2) PDCAサイクルによる管理

(3) 広域連携による取組の強化（拡充）

(4) SDGs、Society5.0の推進（新規）

(5) シティプロモーションの推進（新規）

(6) 市民、地域、事業者との「協働」に

よる推進

◉ 計画期間 ３年間（令和２年度～４年度）

◉ 主な新規事業
・シティプロモーション事業 ９１３万円 ・移住定住促進事業 １，０３８万３千円
・保育所等人材確保支援補助事業 ５９７万２千円 ・特撮文化推進事業 ４２２万円



〔 5政策+1〕

いきいきと人が
輝くまちづくり

笑顔で健やかに
暮らせるまちづくり

安全に安心して
暮らせるまちづくり

環境にやさしく
快適に暮らせる
まちづくり

活力とにぎわい
あふれるまちづくり

計画実現のための
行政経営の
更なる推進

〔 26施策〕

生涯学習の推進

生涯スポーツの推進

文化芸術の振興と継承

学校教育の推進

子育て環境の充実

道路環境の整備

地域医療体制・制度の充実

健康づくりの推進

高齢者福祉の推進

障がい者福祉の推進

福祉ネットワークの推進

地域コミュニティ活動の推進

防災・減災対策の推進

暮らしの安全対策の推進

公共交通網の充実

住環境整備の推進

水道水の安定供給

生活排水対策の推進

環境の保全と循環型社会の形成

雇用の創出と雇用環境の充実

農林業の振興

商工業の振興

観光振興と交流促進

持続可能な行政経営の推進

効果的で効率的な事務の執行

開かれた行政の推進

政策1

政策2

政策3

政策4

政策5

第８次総合計画の施策体系とSDGｓ



行政組織の改編について

部 課 部 課 部 課 部 課

企画財政課 農政課 企画政策課 農政課

税務課 商工労政課 秘書広報課 商工課

収納課 観光交流課 行政管理課 環境課

行政管理課 道路河川課 人事課 道路河川課

人事課 建築住宅課 市民安全課 建築住宅課

秘書広報課 都市整備課 財政課 都市計画課

生活課 経営課 税務課 経営課

環境課 水道施設課 収納課 水道施設課

原子力災害対策課 下水道施設課 生涯学習スポーツ課 下水道施設課

市民課 会計管理者 会計課 文化振興課 会計管理者 会計課

長沼市民サービスセンター 議会事務局 事務局 観光交流課 議会事務局 事務局

岩瀬市民サービスセンター 選挙管理委員会事務局 事務局 総務課 選挙管理委員会事務局 事務局

生涯学習スポーツ課 監査委員事務局 事務局 企画課 監査委員事務局 事務局

文化振興課 農業委員会事務局 事務局 図書館 農業委員会事務局 事務局

総務課 教育総務課 社会福祉課 教育総務課

企画課 学校教育課 長寿福祉課 学校教育課

図書館 こども課 保険年金課 こども課

社会福祉課 健康づくり課

長寿福祉課 市民課

保険年金課 長沼市民サービスセンター

健康づくり課 岩瀬市民サービスセンター

建設部

上下水道部

教育委員会事務局

令和２年度

企画政策部

総務部

財務部

文化交流部

市民交流センター

市民福祉部

経済環境部
産業部

健康福祉部

企画財政部
（企画政策部及び財
務部へ分割）

市民交流センター

建設部

上下水道部

教育委員会事務局

文化スポーツ部

行政管理部

生活環境部

（総務部、経済環境
部、市民福祉部に分
割）

令和元年度



＜主な事業＞

進・子育て環境の充実

・学校教育の推進

・生涯学習の推進

・生涯スポーツの推進

・文化芸術の振興と継承

◉ 小学校学びのイノベーション事業

◉ オリンピック・パラリンピック関連事業

【政策１】

いきいきと人が
輝くまちづくり

1,169万円

（競技スポーツ推進事業

（オリンピックレガシー事業

419万5千円）

660万円）

◉ 保育所等人材確保支援補助事業 597万2千円



【政策２】

笑顔で健やかに
暮らせるまちづくり

＜主な事業＞

進・地域医療体制・制度の充実

・健康づくりの推進

・高齢者福祉の推進

・障がい者福祉の推進

・福祉ネットワークの推進

1億830万4千円◉ がん検診事業

1,647万7千円）（包括的相談支援体制構築事業

1,680万8千円）（基幹相談支援センター運営委託事業

◉ 障がい者福祉・
福祉ネットワークを推進する事業



【政策３】

安全に安心して
暮らせるまちづくり

＜主な事業＞

進・地域コミュニティ活動の推進

・防災・減災対策の推進

・暮らしの安全対策の推進

・公共交通網の充実

◉ 防災体制推進事業

3,950万4千円◉ 消防団管理運営事業

4億4,111万4千円

◉ 交通安全対策推進事業 473万6千円



【政策４】

環境にやさしく
快適に
暮らせるまちづくり

＜主な事業＞

進・道路環境の整備

・住環境整備の推進

・水道水の安定供給

・生活排水対策の推進

2億7,620万円◉ 道路整備事業

2億876万2千円◉ 駅西地区整備に要する経費

・環境の保全と循環型社会の形成

151万8千円◉ ＥＳＤ環境教育推進事業

（補助・単独） 合 算

（補助・単独） 合 算



【政策５】

活力とにぎわい
あふれるまちづくり

＜主な事業＞

進・雇用の創出と雇用環境の充実

・農林業の振興

・商工業の振興

・観光振興と交流促進

5億1,589万6千円◉ 産地パワーアップ補助事業

2,948万9千円）

◉ 企業誘致を推進する経費

1,173万3千円◉ 観光誘客推進事業

（工場等立地奨励金補助事業

（企業誘致推進事業
5,660万4千円）



【須賀川市の将来都市像】

「選ばれるまちへ ともに歩む自治都市 すかがわ」

令和２年度当初予算 424億1,000万円

相澤選手 風流のはじめ館阿部選手
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