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①少子化対策強化 
（婚活支援の拡充、こうのとり応援事業継続など） 
②子育て支援の拡充 
（０～２歳児第２子保育無償化、みなみ保育所 
整備補助、ゆめハート改修、屋内遊戯施設建設 
準備等） 

③学習・教育環境の充実 
（特別支援教育補助員の増員、小中学校特別教室等 
空調整備、中学校トイレ大規模改修、小中学校 
デジタル教材導入、タブレットパソコン整備、 
小中学校 wifi整備等） 

④未来志向のひとづくり 
（GTEC導入による英語力育成、コミュニティ 
スクール導入、さがえっこライフデザイン 
セミナー継続、小中学校給食費補助の拡充等） 

令和２年度寒河江市一般会計当初予算の概要 

①防災対策の強化 
（災害時避難情報管理システム導入、国民保護共同 
図上訓練開催、消防ポンプ車等備品整備、 
簡易間仕切り等避難所装備品充実等） 

②介護制度の充実 
（介護保険計画策定、特別養護老人ホーム改築 
支援等） 

③高齢者移動支援の充実 
（デマンドタクシーエリア拡大、自動車急発進防止 
装置設置補助継続、免許自主返納者支援継続等） 

④生活環境の向上 
（新市民浴場整備に向けた準備、LED防犯街路灯 
整備拡充、カーブミラー整備拡充等） 

⑤雨水浸水対策強化 
（慈恩寺下道線ほか市内側溝・用悪水路等整備） 

 
①さくらんぼ生産販売力強化 
（果樹剪定枝粉砕機導入支援継続、省力化施設整備 
補助継続、紅秀峰とやまがた紅王生産拡大支援、 
スマート農業実証、寒河江紅秀峰ブランド確立、 
海外輸出拡大等） 

②新規就農者育成支援 
（就農希望者体験プログラム、インターネット活用 
による PR等） 

③中小企業の支援強化 
（中小企業販売促進事業費補助金新設、中小企業 
経営革新事業費補助金継続、商工展開催支援等） 

④観光物産の振興 
（総合観光案内所整備、駅トイレ改修、台湾チャーター 
便活用交流拡大等） 

⑤史跡慈恩寺の整備と交流拡大 
（ガイダンス施設・交流拠点施設整備、第一駐車場 
トイレ改修、休み処整備、プロモーション強化等） 

⑥東京オリンピック・パラリンピックとの連携と地域 
スポーツの活性化 

（聖火リレー関連イベント開催、ホストタウン事業開催 
スポーツツーリズムの推進等） 

⑦未来につながるインフラ整備 
（PFIによる新市営住宅整備、チェリーランドの再整備 
開始、かわまちづくりの推進、桜回廊整備に 
向けた用地測量、住宅団地整備可能性調査等） 

⑧さがえの未来を創造する取組み 
（振興計画の見直し、地域福祉計画の見直し、公共施設 
個別施設計画策定、橋りょう長寿命化計画策定、公園 
長寿命化計画策定、道路長寿命化計画策定、かわまち 
づくり概略設計、文化財保存活用計画作成等） 

≪予算規模≫ 

一般会計当初予算額 216 億 5,700 万円 
対前年度比 19億 5,700 万円 9.9％増（13年連続で増） 

（当初予算額としては過去最大) 

予算編成のテーマ 

“未来の寒河江を創るため布石を打つ” 

≪令和２年度予算編成の基本方針≫ 

① 第６次振興計画行動計画の検証と深化 

② 人口減少対策の更なる推進 

③ 積極的な予算編成と健全財政の堅持 

Ⅰ 未来を拓くこどもたちへ切れ目ない支援を 

～さがえっこ育みプログラム～ 
Ⅱ 持続可能で安全・安心な暮らしをまもる Ⅲ 寒河江の元気を育み、未来を創造する 

３つの柱 スマイルシティ寒河江の実現 
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○ 主な歳入の状況                   （単位：千円、対前年度増減％） 

 

(1)市   税     ５０億５，８３９万３千円（△25,915 千円、0.5％減) 

個人市民税では、雇用情勢等により給与所得は前年並みであるが、令和元年度の水稲の

作柄指数が「やや良」であったことによる農業所得等の増を見込み増額とした。法人市民

税では、国の税率改正による影響を見込んで減とした。固定資産税では、宅地開発や住宅

建築補助等の効果もあり家屋の新増築分を見込み増額とした。 

個人市民税（現年課税分）    1,725,994千円（   4,289千円、 0.2％増） 

法人市民税（現年課税分）     285,269千円（ △59,590千円、17.3％減） 

固定資産税（現年課税分）    2,265,962千円（  38,021千円、 1.7％増） 

 

(2)地方消費税交付金   ９億８，６８０万円（118,800 千円、13.7％増） 

令和元年度決算見込み及び地方財政計画により増額とした。 

 

(3)地方交付税     ４２億 １００万円（188,000 千円、4.7％増） 

①普通交付税    37億 3,800万円( 190,000千円、5.4％増) 

②特別交付税     4億 6,300万円(  △2,000千円、0.4％減) 

普通交付税は、地方財政計画を勘案し増額とした。 

特別交付税は、令和元年度決算見込みや地方財政計画を考慮し減額とした。 

 

(4)国、県支出金    ３８億８，１４５万３千円（689,433 千円、21.6％増） 

国庫支出金は、慈恩寺ガイダンス施設整備に係る国宝重要文化財等保存・活用事業費補助金

及び地方創生拠点整備交付金、保育所等整備交付金などの増により 637,858千円（31.4％増）

の増額となった。県支出金は、保育所運営費負担金などの増により 51,575千円（4.5％増）の

増額となった。 

 

(5)寄  附  金     １５億 １４０万７千円（1,407 千円、0.1％増) 

   ふるさと納税による寄附金額を前年同様 15億円と見込み計上。 

 

(6)繰 入 金     ２４億８，９１７万円（652,206 千円、35.5％増) 

まちづくり基金から 2,482,538千円などを繰入れる。 

ふるさと納税によるまちづくり基金を活用した繰入を継続し、安心して結婚・出産・子育て

ができる環境づくりや、将来を担う「さがえっこ」の育成に関する事業をはじめとする各種事

業を推進する。 

 

(7)市   債     １８億１，２１０万円（418,200 千円 30.0％増） 

市債は起債対象事業の増により前年度比 436,200千円（48.5％増）増額、地方交付税の補て

ん措置である臨時財政対策債は前年度比 18,000千円（3.6％減）減額となった。 

 

 

  

             令和元年度末     令和２年度末           増 減 

市債残高見込①＋②   15,946,235千円     16,227,694千円        281,459千円 

① 臨時財政対策債   7,358,034千円      7,285,290千円     △72,744千円 

② その他の市債     8,588,201千円     8,942,404千円       354,203千円 

実質公債費比率見込        7.5％          7.1％              △0.4％ 
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主な歳出の状況                     （単位：千円、対前年度比増減％） 

 

 (1)人 件 費     ２８億２，２８６万７千円（313,644 千円、 12.5％増） 

  ・地方公務員法の一部改正により会計年度任用職員制度が開始となることなどによる増。 

 

(2)物  件 費        ３４億４，７５１万３千円（△341,618 千円、9.0％減） 

  ・地方公務員法の一部改正により会計年度任用職員制度が開始となることなどによる減。 

 

(3)扶 助 費     ２０億９，９８２万７千円（16,314 千円、0.8％増） 

 ・障害福祉サービス事業、障害児支援事業等のサービス増による増。 

    

(4)補助費等      ５５億２，２９４万３千円（1,291,996 千円、30.5％増） 

基金管理事業報償費（ふるさと納税返礼品）589,800千円、公営企業法全部適用による下水

道事業会計負担金・補助金 571,609千円、子どものための教育・保育給付費負担金 217,196

千円の増など。 

  

(5)投資的事業     ２９億２，６２８万９千円（1,123,788 千円、62.3％増） 

  うち補助事業    １９億３，８６５万円（1,025,212 千円、112.2％増） 

    主な補助事業 

    ・史跡慈恩寺旧境内整備事業  728,432（ガイダンス施設整備） 

    ・慈恩寺観光振興事業     37,213（慈恩寺第１駐車場トイレ改修、休み処整備） 

・保育所等整備事業      233,225（みなみ保育所整備補助） 

・観光物産振興事業      41,280（総合観光案内所整備ほか） 

・橋りょう整備事業       64,000（若神子跨線橋補修工事ほか） 

・側溝整備事業        55,000（曙町西浦線側溝整備工事ほか） 

・道路新設改良事業      620,000（落衣島線道路改良工事ほか） 

・市営住宅整備事業       61,000（新市営住宅整備） 

・住宅建築推進事業       80,000（子育て定住支援） 

       

   うち単独事業    ９億８，７６３万９千円（98,576 千円、11.1％増） 

    主な単独事業（県営事業負担金を含む） 

   ・庁舎施設整備事業  228,894（庁舎冷暖房設備改修工事ほか） 

・果樹園芸作物等生産振興対策事業 14,100（農業用施設等新設事業費補助） 

  ・中心市街地活性化センター維持管理事業 35,803（非常用電源改修・４Fエアコン設置ほか） 

  ・舗装整備事業     51,000（石川西洲崎線歩道舗装工事ほか） 

  ・側溝整備事業     42,000（みやま橋宮内線浸水対策工事ほか） 

   ・道路新設改良事業   31,000（柴橋平塩線改良工事ほか） 

   ・用悪水路整備事業   34,500（慈恩寺下道線浸水対策工事ほか） 

   ・公園整備事業     42,628（最上川寒河江緑地園路舗装工事ほか） 

   ・住宅宅地開発指導事業 15,000（宅地開発事業補助） 

・住宅建築推進事業    30,000（増改築・リフォーム補助） 

・消防施設整備事業   44,215（消防ポンプ車更新ほか） 

・小学校施設整備事業  72,564（特別教室空調整備ほか） 

・中学校施設整備事業 141,070（特別教室空調整備工事、トイレ大規模改修工事ほか） 
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・公民館整備事業    27,517（公民館整備事業費補助金） 

・体育施設整備事業   22,000（市民体育館ボイラーの入替工事） 

 

(6)公 債 費     １６億２，９３６万７千円（△30,206 千円、 1.8％減） 

 

(7)積 立 金      ７億４，１００万５千円（△37 千円、0.0％減） 

     

 (8)貸 付 金      ９億９，１４０万円  （87,700 千円、9.7％増） 

・新市民浴場建設用地取得業務委託に係る土地開発公社貸付金の増。 

 

 (9)繰 出 金     １１億５，３３２万１千円（△494,976 千円、30.0％減） 

  ・公営企業法全部適用による下水道事業会計繰出金の減。 



事業費合計 2,750,539 （単位：千円）　

区分
新規・拡充分
当該事業費

事業費合計 5,441

拡充 1,800

事業費合計 8,352

継続 300

拡充 8,052

事業費合計 10,315

継続 1,300

事業費合計 17,690

新規 7,843

【寒河江市婚活応援事業費補助金】
出会いの場を創出するイベント等の開催を支援する婚活応援事業費補助金の創設し、婚
活中の男女を多面的に支援することにより婚姻率の向上を図る。

　母子保健指導事業

事業費合計金額

重　点　項　目

　事　業　名

【新生児聴覚検査費用助成】
聴覚障害の早期発見・早期療育を図るため、新生児を対象として実施する新生児聴覚検
査費用の一部を助成する。

　届出保育施設等すこやか保育事業

本市独自の事業として、新たに０～２歳児の同時入所第２子の保育料を無料化、同時入
所以外の第２子については保育料の半額を助成する（認可外保育所）。また幼児教育・保
育無償化に伴い、届出保育施設等を利用している３～５歳児及び住民税非課税世帯の０
～２歳児に係る認可外保育料等負担軽減事業補助金を支給する。

　さがえこうのとり応援事業

【一般不妊治療費助成】
一般不妊治療のうち人工授精に係る治療費の一部（上限額：治療期間２年間で7万円）を
助成。
【特定不妊治療費助成】
体外受精、顕微授精など高額な治療費で負担が大きい特定不妊治療費に係る治療費の
一部（上限額：1回当たり30万円）を助成。

【不育症治療費助成】
保険適用外及び一部保険適用であっても高額な自己負担となる不育症治療に係る治療
費の一部（上限額：年間30万円）を助成。

　結婚支援対策事業

「子どもがすくすく育つまち」（第６次振興計画基本政策第１章）
安心して結婚・出産・子育てできる環境を整備し、教育の充実を図ることで、

さがえっこが元気で大きな夢を持ち実現できるまちをめざします。
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事業費合計 876,429

拡充 7,074

継続 14,023

事業費合計 538,246

拡充 ―

事業費合計 239,700

新規 233,096

事業費合計 114,590

継続 114,020

事業費合計 12,223

継続 5,389

事業費合計 206,268

継続 198,210

事業費合計 136,961

継続 136,920

　保育所等整備事業

子育て世代の負担を軽減するため、病児保育「ゆうきの森」及び病後児保育「あいはー
と」を実施する。

　子育て支援医療給付事業

【高校３年生までの医療費無料化（H30年7月から実施）】
医療費の自己負担相当額を公費で負担。引き続き、子育て世代の支援を行う。

　児童扶養手当支給事業

制度改正に伴い、児童扶養手当の支給回数について、R元年11月から2か月毎の年6回
の支給に変更。

なか保育所内の病後児保育「げんきの森」において、病後児保育事業を行う。

　障害児支援事業

児童発達支援・放課後等デイサービス施設への通所等に係る給付費負担を行う。利用
者、利用日数の拡大。

　子ども・子育て支援事業

　子ども・子育て支援給付事業

本市独自の事業として、新たに０～２歳児の同時入所第２子の保育料を無料化、同時入
所以外の第２子については保育料の半額を助成する（幼稚園・民間立保育所等）。併せ
て、同時入所３～５歳児第２子の副食費を助成する。

本市独自の事業として、新たに０～２歳児の同時入所第２子の保育料を無料化、同時入
所以外の第２子については保育料の半額を助成する。併せて同時入所第２子の副食費
も無償化する。
【保育料軽減総額31,893千円】

　保育所運営事業

現在指定管理者制度を導入している「みなみ保育所」について、特色ある保育を生かし、
今後多様化する保育ニーズに対応するため、令和３年度から民間保育所へ移管すること
としており、令和２年度に行われる保育施設の整備を支援する。
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40,563

［小中拡充分8,323］

拡充 11,347

継続 26,948

19,518

［小中拡充分1,260］

新規 2,120

2,872

［小中拡充分1,237］

拡充

7,601

［小中拡充分809］

新規 1,200

事業費合計 1,000

継続

事業費合計 127,314

新規

　小中学校ＩＣＴ活用支援事業（３月補正）

小中学校にネットワーク環境を整備するため、Ｗｉ-Ｆｉ等の通信設備を導入する。

【特別支援教育補助員の拡充】
集団で学習することが難しい、特別な支援を要する児童生徒に対し、それぞれの特性に
応じた支援を行うため、補助員の拡充を図る。

【学力向上支援員の設置】
児童生徒一人ひとりの理解に応じた学習支援を行うため、支援員を配置する。

【GTEC（聞く・話す・読む・書くの４技能を測るスコア型試験）の実施】
中学校２年生を対象にGTEC（スコア型試験）を実施し、授業改善と英語力の育成を図る。

【コミュニティスクールの導入】
学校運営に地域の声を積極的に生かし、地域と一体となって特色ある学校づくりを進め
ることで、学校・地域の活性化、郷土愛の醸成を図るため、小中学校５校においてコミュニ
ティスクールの導入を開始する。

【ライフデザインセミナーの開催】
未来の寒河江を担う「さがえっこ（小中学生）」に、市内外各界で活躍している方の講話等により、将来の人生
設計について働きかける。結婚や子どもを産み育てる大切さなどについても題材とし、結婚や人口減少対策
が家庭でも話題となるよう保護者の参加も促し意識啓発を図る。

　さがえっこライフデザインセミナー事業

【日本語指導支援員の設置】
個々の外国人子女等に日本語の習得支援や日本の生活・文化への適応支援を行うため、日本語指導支援
員の拡充を図る。

　学力向上支援員配置事業 事業費合計

　英語力育成事業 事業費合計

　外国人子女等対策事業 事業費合計

　さがえっこ育み推進事業 事業費合計
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事業費合計 78,339

継続

事業費合計 144,385

拡充 73,632

事業費合計 31,638

新規 1,300

事業費合計 141,070

継続

事業費合計 201,072

拡充

事業費合計 10,436

新規 390

事業費合計 18,216

新規 2,687

【デジタル教材の導入】
生徒の学習効率を高めるため、各中学校にデジタル教材を導入する。

　ＩＣＴ整備推進事業

中学校における情報教育環境を整備し、生徒の学習効果を高めるため各中学校1クラス
が学習できる台数のタブレットパソコンを導入する。

　小学校施設整備事業

特別教室等空調整備工事など。

　学校給食事業（小学校）

【小学校給食費助成】
子育て世帯の経済的支援、子育て世帯の人口増、子育て世帯を社会全体で支える意識
づくりなど総合的な子育て支援として、小学校給食費について市からの助成額を拡充す
る。

　教育振興一般事業（中学校）

　教育振興一般事業（小学校）

【デジタル教材の導入】
児童の学習効率を高めるため、各小学校にデジタル教材を導入する。

　中学校施設整備事業

特別教室等空調整備工事、トイレ大規模改修工事など。

　学校給食事業（中学校）

【中学校給食費助成】（保護者負担軽減総額　36,954千円）
子育て世帯の経済的支援、子育て世帯の人口増、子育て世帯を社会全体で支える意識づくりなど総合的な
子育て支援として、中学校給食費について助成を拡充する。
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事業費合計 1,467,269
（単位：千円）　

事業費合計 21,378

新規 500

継続 3,000

継続 1,200

継続 14,100

事業費合計 2,755

継続

事業費合計 16,232

継続 9,050

拡充 2,706

新規 1,000寒河江紅秀峰のブランドを確立するため、統一デザイン及びPRポスターを作成する。

　農産物ブランド化推進事業

【紅秀峰の里ブランド推進事業費補助金】
紅秀峰と山形C12号を中心としたさくらんぼ関連のブランド化推進に向けた取組に対し助
成し、栽培面積拡大を支援。
・苗木購入支援、生産組織育成・栽培技術向上支援、施設整備支援、改植支援

【海外輸出推進協議会負担金】
さくらんぼ（紅秀峰）等の輸出を推進・拡大するため、台湾やマレーシアに加え、シンガ
ポール・香港での現地プロモーション等の経費への負担を行う。

　果樹園芸作物等生産振興対策事業

【さくらんぼ作業負担軽減安全確保事業費補助金】
さくらんぼ栽培に係る作業の負担軽減と安全確保のための高所作業車等の導入に対す
る支援。　補助率1/3（上限200）

【果樹剪定枝粉砕機導入支援事業費補助金】
生産者の剪定枝処理負担軽減と環境負荷軽減を図るために使用する機械導入に対する
支援。
補助率1/2（上限600）

市内のさくらんぼ農家で新規で25時間以上就労したパート労働者へさくらんボーナス（市内企業の特産品な
ど）を進呈。農家によるボランティアや県外作業者の受入れの場合について、交通費や宿泊費の一部を支
援。

さくらんぼ栽培におけるスマート農業の導入効果等を検証するため、園地でのオートモア
（自動草刈機）の作動にかかる実証実験を委託し実施する。

【園芸大国やまがた育成支援事業費補助金】
園芸作物産出額の拡大と競争力の高い産地化に向け、農業施設等の整備を支援。
県補助率5/12に市補助１/12を加え補助率1/2
・さくらんぼ加温ハウス新設など：補助率１/２

　さくらんぼ労力確保対策事業

「活力と交流を創成するまち」（第６次振興計画基本政策第２章）
農業・商業・工業の振興を図り、魅力的なしごとを生み出すことで、活力に満ちたまちをめざし

ます。また、数多くある観光資源を活かし、市外から多くの人が訪れる賑わいあるまちをめざし
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事業費合計 42,816

継続 3,200

継続 3,600

事業費合計 3,765

新規

事業費合計 16,050

継続

事業費合計 12,634

新規

事業費合計 28,896

継続

事業費合計 66,324

新規 37,180

事業費合計 68,546

継続

　新規就農者等育成推進事業

　森林環境保全対策事業

所有者が森林の経営管理をできない場合に適切に経営管理できる者に委託していくため、その基礎となる
林地地番図作成を行い、林業の振興を図る。

　観光物産振興事業

【総合観光案内所整備】
チェリーランド再整備計画に基づき総合観光案内所を移転整備し、県内の広域的な観光
情報発信を行い観光客の利便性を高めるほか、インバウンドの受入体制の充実を図る。

【担い手新規就農支援事業補助金】
新規就農者の円滑な就農促進を図るため、初期投資を軽減するための補助。

【元気な農業経営による所得1.3倍プロジェクト事業補助金】
地域農業を牽引する競争力の高い「トップランナー」を目指す農業者をオーダーメイドで支
援。
補助率1/3

　６次産業化推進事業

寒河江市観光キャンペーン推進協議会など観光関係団体と連携し、本市の魅力を広く情報発信するほか、
観光客の利便性向上のため観光案内や二次交通支援を拡充。県と連携を図り、チャーター便利用等の団体
ツアーやFIT（海外個人旅行）の外国人観光客獲得に向け、台湾で開催される観光プロモーション参加等によ
りインバウンドを推進する。

四季のまつり実行委員会等による「さくらんぼの祭典」や「寒河江まつり」などの開催経費を負担。さくらんぼ
の祭典の一部イベントを道の駅寒河江チェリーランドで開催し、さくらんぼ狩りとの観光連携を図るほか、観
光施設や商業店舗への周遊を促進し市内での滞在時間延長を目指す。

　観光情報発信事業

　まつり振興事業

伝統野菜等の特産品の販路拡大及び加工品開発等の６次産業化に向けた事業を実施する。

　農用地整備事業

水害に備えるため、昨年度に続き、内川排水樋門に関する測量調査を実施する。

10



事業費合計 49,315

継続 35,200

継続 2,600

継続 10,274

事業費合計 796,500

継続 781,200

事業費合計 10,641

新規 5,000

継続 2,000

新規 1,500

事業費合計 135,476

拡充 36,333

事業費合計 39,439

継続

【中小企業販売促進事業費補助金】
中小企業の販売促進ために、店舗改装や新商品開発、デザイナー委託、共同販
売促進などの経費を対象として補助する。

【４階空調整備ほか】
フローラ・ＳＡＧＡＥの非常用電源・冷温水ポンプ・揚水ポンプ・エスカレーター手すり駆動
チェーン・防犯カメラ等の更新工事を実施。また、新たに、４F娯楽室・図書室・403会議室
へのエアコン設置やみんなの広場の遊具を更新し、利用者の利便性向上を図る。

【中小企業経営革新事業費補助金】
経営革新に積極的に取り組む企業を後押しするために、新たに経営革新計画や
先端設備等導入計画を策定した事業所を支援する。

【若者定着支援未来創成事業補助金・奨学金返還支援事業負担金】
Uターンする若者の確保と定着を図るため、奨学金の返還を支援する。

　まち・ひと・しごと創生事業

【大学との連携推進協議会負担金】
首都圏や仙台圏の大学と交流拡大することにより、新しい発想によるまちづくりを
推進する。

【フルーツライン左沢線活用協議会負担金】
公共交通機関であるＪＲ左沢線を活用した観光振興やまちづくり促進を図るため、やまが
た雪フェスティバルの開催やちぇり～マルシェの開催などのイベント開催及び空き店舗対
策事業や創業・事業承継支援事業等によるまちづくり支援を実施。

　技術振興販路拡大推進事業

【商工展開催事業負担金】
工業団地に立地する企業や市内の商工業者の取組みをPRする商工展の開催を
支援し、地域産業の活性化を図る。

　中心市街地活性化センター維持管理事業

【産業立地促進資金貸付金】
寒河江中央工業団地に産業の立地を促進し、本市商工業の振興を図るための融
資原資預託による低利融資（山形県、金融機関、寒河江市による３倍協調融
資）。新規貸付増による拡充。

【企業立地促進補助金】
産業振興と雇用機会の拡大を図るため、中央工業団地への立地企業に対し用地取得費用を補助。

　企業誘致推進事業

　商工業資金融資円滑化事業
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事業費合計 1,905

継続

事業費合計 13,556

継続 7,175

事業費合計 110,138

拡充 80,000

継続 30,000

事業費合計 15,461

継続

事業費合計 11,066

継続 5,000

事業費合計 70,700

新規

【定住促進賃貸住宅家賃助成事業】
Ｕターン子育て世代・若者夫婦の本市への移住定住を推進するため、アパート等賃貸住
宅の家賃を補助する。

　雇用対策事業

　住宅建築推進事業

　市営住宅整備事業

　移住定住推進事業

【空き家再生等推進事業補助金】
事業補助金空き家戸数の減少に取り組むため、利用困難な危険空き家の解体除去に対
する費用を助成。

【子育て定住住宅建築事業補助金】
子育て世帯等の定住促進のため、住宅新築費用の一部を助成。（県外、県内、市内の区
分あり）
第２子のいる世帯への加算制度を新設。

【住宅建築推進事業補助金】
市内の建築、建設業者を利用し、住宅の新築、増改築、3世代同居等のリフォームした方
に対する助成。

　住宅宅地開発指導事業

　地域住宅総合交付金事業

【宅地開発事業補助金】
民間宅地開発において、市の基準に沿って造られる公共施設を無償で市に提供する事業者へ助成を行う。

【新規市営住宅土地整備】
ＰＦＩの手法により、市立病院の北隣に新規市営住宅建設地の整備を行う。

企業や学校等と連携し、新規高卒就労予定者に講演会やインターンシップなどを行い、就業の促進を図ると
ともに地域産業の担い手育成を支援。
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事業費合計 849,279
（単位：千円）　

事業費合計 5,403

継続

事業費合計 2,800

継続

事業費合計 33,323

継続

事業費合計 545,819

継続

事業費合計 33,756

継続 2,797

事業費合計 110,674

拡充

　ひとり暮らし高齢者等除雪費支給事業

　老人福祉施設整備補助事業

特別養護老人ホーム等の償還補助金・建設補助金。

　障がい福祉サービス事業

　高齢者運転免許証自主返納支援事業

【高齢者運転免許証自主返納支援事業】
高齢者の運転免許証自主返納促進のため、免許返納者に対してタクシーやバス（循環バス・デマンドタク
シーを含む）の乗車券を配布し、運転免許証返納後の交通手段確保を支援。

　予防接種事業

感染のおそれのある疾病の発生と蔓延を予防するため、乳幼児、学童及び高齢者に対する予防接種を実施
する。

自力で除雪できない65歳以上の高齢者のみの世帯等の生活を支援するため、除雪費の助成を行う。

障がい児者へ介護や訓練等を行うサービスを支給。

　地域生活支援事業

【基幹相談支援センターの設置】
基幹相談支援センターを設置し、障がい（児）者やその家族への相談支援の充実を図る。

「元気に安心して暮らせるまち」（第６次振興計画基本政策第３章）
医療、福祉、介護サービスの充実や市民が健康づくりに取り組む環境を整備し、いつまでも元

気で住み慣れた地域で支え合いながら、安心して暮らせるまちをめざします。
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事業費合計 67,329

継続

事業費合計 54,815

継続

事業費合計 31,194

新規 3,218

新規 410

新規 724

事業費合計 8,500

新規 8,500

事業費合計 4,661

拡充 4,000

事業費合計 18,334

拡充

　新市民浴場整備事業（３月補正）

市民浴場の移転改築に向け、PFI等による整備手法の検討を行うとともに、移転用地の
取得に向けた準備を行う。

市民の交通安全を確保するため、カーブミラー設置・交通指導員や通学サポーター配置を行う。
また、自動車急発進防止装置設置補助金を交付し、高齢ドライバーの安全対策を推進する。

　交通安全対策事業

　消防施設整備事業

消防ポンプ車（１台）、小型動力ポンプ付き軽積載車（２台）の更新等を行う。

　防災対策事業

【災害時避難情報管理システムの導入】
GISに災害状況、避難所の場所等を表示するシステムを導入する。

【ＬＥＤ防犯街路灯設置事業】
省電力で長寿命なＬＥＤ防犯灯の設置を積極的に進め、維持管理経費の節減を図るとと
もに地域の　防犯や通学路の安全を確保。
新たに町内会に属さない通学路の対策を実施する。

【国民保護図上訓練の実施】
緊急対処事態発生時における県、市の各対策本部（支部）事務局要員の対処・措置能力
の向上を図るための訓練を実施する。

　防犯対策事業

【指定避難所機能の充実】
指定避難所の機能充実を図るため、簡易間仕切りパーテンション等を導入する。

　健康診査・がん検診推進事業

健康寿命延伸のため、健康診査受診によるがん等の生活習慣病の早期発見・早期治療、重症化防止を図る
とともに、健診結果を活用した保健指導を実施し、市民の健康づくりを支援する。

14



事業費合計 3,742,773 （単位：千円）　

事業費合計 24,276

拡充 21,276

継続 3,000

事業費合計 27,517

拡充 12,517

事業費合計 2,702

継続

事業費合計 16,607

継続

事業費合計 3,222

拡充 1,113
【文化財保存活用地域計画の作成】
市内の歴史・文化的価値があるものを把握し、保存・活用するため、文化財保存活用地
域計画を策定を目指す。

　公民館整備事業

　寒河江さくらんぼ大学推進事業

　地域づくり推進事業

地域おこし推進員・集落支援員を中心に地域おこしやコミュニティを活性化させるための
事業。新たに、まちづくりファシリテーション研修を実施し、急速に進む地域の高齢化への
対応など地域課題についての取組みを支援する。

市民文化会館等を活用した自主事業として芸術公演の実施、市民の芸術文化活動に対しての支援。

　文化財保護庶務事業

大学院から一般講座まで、参加者の学習意欲に合わせた講座を開設し、受講者が主体となった講座の企画
運営の確立を目指す。

　芸術文化振興事業

【公民館整備事業費補助金の拡充】
生涯学習の拠点である地区公民館分館等の改修や安全確保と機能充実を図るための改
修に対する補助で、メニューの拡充等を実施。

【地域の活力アップ応援事業】
地域の課題解決や活力向上を図るため、住民が主体となって取り組む地域づくり事業に
対して補助。

「一人ひとりが力を発揮するまち」（第６次振興計画基本政策第４章）
歴史や文化などの特長を活かした地域づくりを推進し、様々な場面で市民が活躍できるまちを

めざします。また、市民の声を行政運営に取り入れ、将来を見据えた行財政運営を進めます。

15



事業費合計 10,448

拡充

事業費合計 39,518

拡充

事業費合計 22,000

拡充

事業費合計 731,947

継続

事業費合計 64,878

拡充

事業費合計 229,443

継続

事業費合計 2,558,498

継続 1,817,498

継続 741,000

姉妹都市交流並びに東京オリンピック・パラリンピック競技大会のホストタウン事業など、国際交流に関する
事業を行う。
また、次代を担う若者の見聞を広め国際意識の醸成を図りグローバル人材の育成及び海外との相互交流を
促進するため、寒河江市若者海外体験促進事業費補助金を交付する。

　国際交流事業

　基金管理事業

　史跡慈恩寺旧境内整備事業

【まちづくり基金積立金ほか】
ふるさと納税によるまちづくり基金や減債基金等への積立金など。

【ふるさと納税関連事業】
本市の情報発信及び市内の産業の活性化の観点から、ふるさと納税を通じたまちづくり
寄附を行った方に対して特産品の返礼等を実施。

　庁舎施設整備事業

　慈恩寺観光振興事業

【ガイダンス施設等整備】
「国史跡慈恩寺旧境内」の観光資源化と活用を推進し史跡の理解を深めるため、ガイダンス施設の整備を行
う。

「国史跡慈恩寺旧境内」の歴史的な魅力を発信し観光振興につなげ、地域経済循環の促進を図るため、マス
メディアやSNSを活用したプロモーションを展開する。
また、観光客の動線上に休み処を整備するほか、第一駐車場のトイレ改修を行うことで、観光客の満足度を
高め更なる誘客を図る。

老朽化した市庁舎を3か年計画で改修。
２年目は各階冷暖房設備設置、受変電設備工事、照明のLED化、２階外部防水改修等の整備を行う。

　地域スポーツ活性化推進事業

　体育施設整備事業

市民体育館ボイラーの入替工事を実施。

オリンピック・パラリンピックPRイベント、聖火リレー関連イベント、ホストタウン事業、トライアスロンフェスティ
バル、さくらんぼマラソン大会、スケートボード教室、各種サイクルイベント等を開催。スポーツツーリズム推
進事業と連携し、スポーツイベント開催による交流人口の拡大と地域活性化を推進。
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事業費合計 11,717

新規 726

事業費合計 1,049,749 （単位：千円）　

事業費合計 45,818

継続 26,510

新規 8,833

事業費合計 3,660

継続

事業費合計 35,625

新規 8,000

継続 18,000

事業費合計 34,500

拡充

事業費合計 74,000

拡充

　寒河江公園整備事業

　河川総務管理事業

【桜回廊整備事業】
寒河江川の水辺景観の充実を図るため、三泉地内堤防（桜回廊未整備区間）の測量設
計などを行う。

さくらの丘整備のための測量調査等を実施。

【チェリーランド再整備関連事業】
チェリーランド再整備計画に基づき、電気自動車用急速充電器更新、トルコ館トイレ洋式
化改修、臨川亭トイレ洋式化改修、河川敷公園テント更新、さくらんぼ会館改修基本計画
策定等を実施する。

【最上川寒河江緑地整備事業】
最上川寒河江緑地の利用拡大と、利用者の利便性向上を図るため、園路舗装整備・進
入路舗装工事等を行う。

　公園整備事業

【スマートフォンアプリ導入事業】
市ホームページと連動した情報を提供するスマートフォンアプリを開発し、市民への情報
提供の迅速化と利便性向上を図る。

【かわまちづくり】
最上川の景観整備と利活用を促進するため、寒河江市かわまちづくり計画に基づき、施
設概略設計を行う。

　広報公聴事業

　橋りょう整備事業

　用悪水路整備事業

地域の生活環境を改善するため、土側溝及び生活排水路を整備。
（豪雨冠水の未然防止のための整備を含む）

橋りょう長寿命化計画に基づき、補修点検と予防的な修繕を行うことにより、橋梁の長寿命化を図る。
新たに市内142橋を対象にした橋りょう長寿命化計画を策定する。
・補修工事（若神子跨線橋ほか）

「便利で快適に生活できるまち」（第６次振興計画基本政策第５章）
緑豊かな自然の中で、計画的な土地利用や各種インフラの整備と維持管理により、 市民が

快適に生活できるまちをめざします。
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事業費合計 51,000

継続

事業費合計 97,000

継続

事業費合計 658,056

継続

事業費合計 14,220

継続 7,500

事業費合計 7,873

拡充 2,000

拡充 6,000

事業費合計 12,408

拡充

事業費合計 15,589

継続

　農用地整備事業

高齢者等の市中心部内の移動手段を確保するため、公共施設や医療機関等を結ぶ市内循環バスを運行。

　側溝整備事業（単独・交付金）

　道路新設改良事業(単独・交付金）

　舗装整備事業

市道の安全で快適な通行を確保するため、未舗装路線及び損耗路線の舗装を行い、機能的な道路の整備
を行う。
・舗装整備工事（石川西洲崎線歩道ほか）

市道の安全で快適な道路環境提供のため、道路排水施設未設置箇所の整備及び維持修繕のほか、豪雨冠
水の未然防止対策整備を行う。
・側溝整備工事（高松小学校南線ほか）
・浸水対策（みやま橋宮内線ほか）

　市内循環型公共交通運行事業

公共交通等空白地域と市街地の公共施設や医療機関等とを結ぶデマンド型タクシーを運行。
新たに上河原・入倉地区の運行開始予定。

　デマンド型公共交通運行事業

・道路改良工事（柴橋平塩線、落衣島線、島高屋線嶋踏切ほか）
・測量設計等業務委託・用地買収・物件補償等。

【内川排水樋門に関する測量調査】
内川の内水浸水被害を防止するための対策を検討するため、水門の開閉による影響に
ついて調査する。

　環境衛生事業

【猫の不妊・去勢手術費補助金】
適正に飼養されていない猫及び餌付けによる野良の増殖等による近隣被害を未然に防
止するため、猫の不妊・去勢手術費用の一部を補助。

【再生可能エネルギー設備導入事業費補助金】
太陽光発電・蓄電池・木質バイオマス燃焼機器等の設備導入に対して助成することで、
再生可能エネルギーの普及を促進する。
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〇基金残高の状況（単位：百万円）

26年度末 27年度末 28年度末 29年度末 30年度末
令和元年度末

見込み
２年度末
見込み

財政調整基金 1,317 1,392 1,392 1,225 1,340 1,541 1,771

減債基金 165 175 175 175 175 175 175

まちづくり基金 22 411 899 882 2,298 3,195 1,745

〇市債残高の推移（単位：億円）

26年度末 27年度末 28年度末 29年度末 30年度末
令和元年度末

見込み
２年度末
見込み

臨時財政対策債 67.1 70.3 71.9 73.2 73.8 73.6 72.6

その他の市債 108.1 97.7 92.1 87.6 87.4 85.9 89.4

実質公債費比率（%） 12.1 10.8 9.5 8.9 8.0 7.5 7.1
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