
令 和 ２ 年 度

当初予算概要

「出会いが織りなす ふるさと

“元気”と“うるおい”のあるまち 草津」

担当部課 総務部 財政課

担当者 安藤智至 吉川航

連絡先 561-2304 内線 2133



◎ 会計別予算規模 ……………………………………………… 1

◎ 一般会計款別総括表 ……………………………………………… 2

◎ 一般会計性質別一覧表 ……………………………………………… 3

◎ 予算編成方針（抜粋） ……………………………………………… 5

◎ ……………………………………………… 6

◎ 重点施策等の概要

「重点施策」

○ 「防災・安全のまちづくりの推進」 ……………………………………………… 7

○ 「教育の充実」 ……………………………………………… 10

○ 「子育て支援の充実」 ……………………………………………… 16

○ 「高齢者福祉の充実」 ……………………………………………… 23

○ 「スポーツ健康づくりの推進」 ……………………………………………… 27

「第５次草津市総合計画第３期基本計画リーディング・プロジェクト」

○ 「健幸都市づくりの推進」 ……………………………………………… 33

○ 「“まちなか”を活かした魅力向上」 ……………………………………………… 34

○ 「コミュニティ活動の推進」 ……………………………………………… 36

◎ 主要な新規・拡大施策の概要

○ 「人」が輝くまちへ ……………………………………………… 39

○ 「安心」が得られるまちへ ……………………………………………… 45

○ 「心地よさ」が感じられるまちへ ……………………………………………… 51

○ 「活気」があふれるまちへ ……………………………………………… 65

○ 行財政マネジメント ……………………………………………… 70

◎ 別冊資料

令和２年度　当初予算の特徴

目  次

重点施策および第５次草津市総合計画
第３期基本計画リーディング・プロジェクト



（単位：千円 ％）

予　算　額 構成比 対前年比 予　算　額 構成比

 一 般 会 計 53,570,000 61.3 1.8 52,600,000 60.7 970,000

 国民健康保険事業 11,873,300 13.6 △ 0.7 11,962,900 13.8 △ 89,600

 財産区 101,200 0.1 48.8 68,000 0.1 33,200

 学校給食センター 659,300 0.8 4.6 630,200 0.7 29,100

 介護保険事業 8,953,800 10.2 8.1 8,286,200 9.6 667,600

 後期高齢者医療 1,511,300 1.7 11.7 1,352,500 1.6 158,800

 水道事業 4,161,000 4.8 △ 10.3 4,637,000 5.3 △ 476,000

 下水道事業 6,532,000 7.5 △ 8.1 7,111,000 8.2 △ 579,000

33,791,900 38.7 △ 0.8 34,047,800 39.3 △ 255,900

 合 計 87,361,900 100.0 0.8 86,647,800 100.0 714,100

特 別 会 計 の 計

増 減 額

特

別

会

計

◎令和２年度  会計別予算規模

 　会 計 名

令　和　２　年　度　当　初 令 和 元 年 度 当 初
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（単位：千円 ％）

予 算 額 構成比 対前年比 予 算 額 構成比

1. 市税 23,892,974 44.6 0.2 23,838,299 45.3 54,675

2. 地方譲与税 315,000 0.6 6.1 297,000 0.6 18,000

3. 利子割交付金 59,000 0.1 55.3 38,000 0.1 21,000

4. 配当割交付金 110,000 0.2 8.9 101,000 0.2 9,000

5. 株式等譲渡所得割交付金 104,000 0.2 △ 4.6 109,000 0.2 △ 5,000

6. 法人事業税交付金 255,000 0.5 皆増 - - 255,000

7. 地方消費税交付金 3,091,000 5.8 20.3 2,570,000 4.9 521,000

8. 環境性能割交付金 62,000 0.1 158.3 24,000 0.0 38,000

9. 地方特例交付金 175,000 0.3 △ 32.3 258,684 0.5 △ 83,684

10. 地方交付税 1,253,000 2.4 11.3 1,126,000 2.1 127,000

11. 交通安全対策特別交付金 16,405 0.0 △ 11.7 18,577 0.0 △ 2,172

12. 分担金及び負担金 389,587 0.7 △ 24.2 514,138 1.0 △ 124,551

13. 使用料及び手数料 1,066,407 2.0 △ 8.3 1,162,596 2.2 △ 96,189

14. 国庫支出金 9,446,481 17.6 2.0 9,260,843 17.6 185,638

15. 県支出金 4,030,731 7.5 △ 1.0 4,070,560 7.7 △ 39,829

16. 財産収入 136,519 0.3 5.6 129,285 0.3 7,234

17. 寄附金 400,570 0.7 14.3 350,600 0.7 49,970

18. 繰入金 2,974,741 5.6 5.0 2,834,373 5.4 140,368

19. 繰越金 1 0.0 0.0 1 0.0 0

20. 諸収入 1,019,384 1.9 △ 16.8 1,225,044 2.3 △ 205,660

21. 市債 4,772,200 8.9 3.3 4,620,000 8.8 152,200

- 自動車取得税交付金 - - 皆減 52,000 0.1 △ 52,000

53,570,000 100.0 1.8 52,600,000 100.0 970,000

1. 議会費 312,394 0.6 △ 0.1 312,776 0.6 △ 382

2. 総務費 5,512,866 10.3 △ 6.5 5,895,201 11.2 △ 382,335

3. 民生費 23,501,489 43.9 4.9 22,398,571 42.6 1,102,918

4. 衛生費 3,032,319 5.7 0.2 3,026,699 5.7 5,620

5. 労働費 101,818 0.2 8.6 93,745 0.2 8,073

6. 農林水産業費 685,945 1.3 △ 5.9 728,839 1.4 △ 42,894

7. 商工費 441,319 0.8 42.1 310,562 0.6 130,757

8. 土木費 6,112,892 11.4 △ 16.3 7,301,531 13.9 △ 1,188,639

9. 消防費 1,468,102 2.7 0.9 1,455,237 2.8 12,865

10. 教育費 7,293,316 13.6 23.1 5,924,343 11.2 1,368,973

11. 公債費 4,887,540 9.1 △ 1.5 4,962,496 9.4 △ 74,956

12. 諸支出金 190,000 0.3 18.8 160,000 0.3 30,000

13. 予備費 30,000 0.1 0.0 30,000 0.1 0

53,570,000 100.0 1.8 52,600,000 100.0 970,000

増 減 額科　　　　　　目

歳 　出　 合　 計

◎令和２年度  一般会計款別総括表

歳　 入　 合 　計

令　和　２　年　度　当　初 令 和 元 年 度 当 初
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◎令和２年度  一般会計性質別一覧表

（単位：千円 ％）

  予 算 額  構成比     対前年比   予 算 額  構成比

 人件費 8,508,360 15.9 19.8 7,102,896 13.5 1,405,464

 扶助費 14,299,579 26.7 3.0 13,879,853 26.4 419,726

 公債費  4,887,540 9.1 △ 1.5 4,962,496 9.4 △ 74,956

 物件費 7,074,515 13.2 △ 13.0 8,133,134 15.5 △ 1,058,619

 維持補修費 355,150 0.7 4.3 340,481 0.6 14,669

 補助費等 5,589,572 10.4 5.2 5,315,292 10.1 274,280

 積立金 427,867 0.8 16.4 367,612 0.7 60,255

 投資及び出資金 58,204 0.1 △ 75.7 239,394 0.5 △ 181,190

 貸付金 213,428 0.4 △ 10.2 237,681 0.4 △ 24,253

 繰出金 4,211,525 7.8 2.7 4,099,297 7.8 112,228

 普通建設事業費 7,914,260 14.8 0.3 7,891,864 15.0 22,396

(1)補助事業費 4,450,919 8.3 △ 10.0 4,945,428 9.4 △ 494,509

(2)単独事業費 3,306,191 6.2 17.0 2,825,136 5.4 481,055

(3)県営事業負担金 157,150 0.3 29.6 121,300 0.2 35,850

 予備費 30,000 0.1 0.0 30,000 0.1 0

   歳　出　合　計 53,570,000 100.0 1.8 52,600,000 100.0 970,000

 自主財源 29,880,183 55.8 △ 0.6 30,054,336 57.2 △ 174,153

 依存財源 23,689,817 44.2 5.1 22,545,664 42.8 1,144,153

 歳入合計 53,570,000 100.0 1.8 52,600,000 100.0 970,000

 義務的経費 27,695,479 51.7 6.7 25,945,245 49.3 1,750,234

 投資的経費 7,914,260 14.8 0.3 7,891,864 15.0 22,396

 その他経費 17,960,261 33.5 △ 4.3 18,762,891 35.7 △ 802,630

 歳出合計 53,570,000 100.0 1.8 52,600,000 100.0 970,000

歳  出

　　科 目
令　和　２　年　度　当　初 令 和 元 年 度 当 初

増 減 額

 歳  入 
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千円

市税 44.6 %

依存財源 繰入金 5.6 %

44.2% 使用料及び手数料 2.0 %

諸収入 1.9 %

分担金及び負担金 0.7 %

財産収入 0.3 %

繰越金・寄附金 0.7 %

国庫支出金 17.6 %

市債 8.9 %

県支出金 7.5 %

地方消費税交付金 5.8 %

地方交付税 2.4 %

地方譲与税 0.6 %

法人事業税交付金 0.5 %

自主財源 地方特例交付金 0.3 %

55.8% その他 0.6 %

100.0 %

43.9 %

13.6 %

11.4 %

10.3 %

9.1 %

11.7 %

衛生費 5.7 %

消防費 2.7 %

農林水産業費 1.3 %

商工費 0.8 %

議会費 0.6 %

諸支出金 0.3 %

労働費 0.2 %

予備費 0.1 %

100.0 %

投資的経費 人件費 15.9 %

14.8% 扶助費 26.7 %

公債費 9.1 %

物件費 13.2 %

維持補修費 0.7 %

補助費等 10.4 %

積立金 0.8 %

投資及び出資金 0.1 %

貸付金 0.4 %

義務的経費 繰出金 7.8 %

51.7% 予備費 0.1 %

補助事業 8.3 %

その他の経費 単独事業 6.2 %

33.5％ 県営事業負担金 0.3 %

100.0 %

依
存
財
源

５３，５７０，０００

投
資
的

経
費

合　　　　　計

令和２年度　草津市一般会計予算

自
主
財
源

義
務
的

経
費

そ
の
他
の
経
費

合　　計

総務費

公債費

その他

一般会計　性質別歳出

一般会計　歳入

一般会計　款別歳出
民生費

教育費

合　　計

土木費

民生費

43.9%

教育費

13.6%

土木費

11.4%

総務費

10.3%

公債費

9.1%

その他

11.7%
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令和２年度予算編成方針（抜粋） 
～第５次草津市総合計画が目指す将来のまちの姿～ 

 「第５次草津市総合計画」を念頭に置いた予算見積り 

「第５次草津市総合計画」に掲げられた以下の４つの“まちづくりの基本方向”を念頭に置き、各分
野において効果的に目標が達成されるように予算見積りを行うとともに、施策評価を反映した見積り
内容とすること。 

まちづくりの 

基本方向 

(１)「人」が輝くまちへ (２)「安心」が得られるまちへ

(３)「心地よさ」が感じられるまちへ (４)「活気」があふれるまちへ

 重点施策等への戦略的な財源配分 
歳出全体の徹底した洗い直しや、制度・施策の抜本的な見直し、優先順位の厳しい選択により、限

られた財源の戦略的な配分を行うため特別枠を設ける。 

重点施策 

(１)「防災・安全のまちづくりの推進」 (２)「教育の充実」 (３)「子育て支援の充実」

(４)「高齢者福祉の充実」 (５)「スポーツ健康づくりの推進」

第５次草津市総合計画第３期基本計画リーディング・プロジェクト【重点方針】 

(１) 「健幸都市」づくりの推進 (２) 子育て・教育の充実

(３) “まちなか”を活かした魅力向上 (４) コミュニティ活動の推進

 まち・ひと・しごと創生への取組 
今後の人口減少局面に適切に対応するとともに、これからも魅力的で持続可能な基礎自治体として

発展し続けていくため、平成２７年度に策定した「草津市まち・ひと・しごと創生総合戦略」に基づ
き、総合的かつ戦略的な事業展開を図ること。  

  「健幸都市」づくりの推進 
「草津市健幸都市基本計画」に基づき、個人や地域の健康づくりに加えて、産学公民の連携、健康

産業の振興、都市計画や公共インフラ整備の観点からの健康へのアプローチなど、健幸都市の実現を
目指した予算見積りとすること。  

 健全財政の維持 

今後も健全で持続可能な財政運営を維持していくため、「財政規律ガイドライン」に示した各種財
政指標の目標数値を達成するための取組を反映した上で、予算を見積ること。  

 働き方改革の推進 
市民目線での業務効率化やＩＣＴ化を進め、その効率化を職員の負担軽減に繋げるとともに、市民

満足度向上に繋がる付加価値の高いサービスを提供する取組を進めること。 

 行政システム改革の推進 

市全体を俯瞰し、長期的な視点での財政負担の抑制と職員の負担軽減を意識しながら、必要性や有
効性の観点から全ての事業をゼロベースで厳しく検証し、事業の廃止を含めた見直しを計画的に行う
とともに、アウトソーシングの推進などによる、効果的かつ効率的な行政システムを実現するための
取組を着実に実行すること。 

 予算編成過程の透明化 
①予算見積、②総務部内示、③部長間調整、④市長査定の各段階において、予算編成過程の情報開

示を行い、見積・審査の金額を公表する。また、各部局で定める部局別予算見積方針についても公表
することから、これらの公表を念頭に置いた予算見積りを行い、市民への説明責任を果たすこと。 

 現場主義の徹底 

地域社会の課題解決を図るために現場の声を十分に聞き、現状を正確に把握した上で、予算を見積

ること。 

￥
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≪重点施策①≫ 

防災・安全の 

まちづくりの推進 

安全、安心のまちづくりを 

推進する施策 

第５次草津市総合計画第３期基本計画リーディング・プロジェクト「子育て・ 

教育の充実」は、重点施策②および③の再掲となるため、省略しています。 

≪重点施策②≫ 

教育の充実 

 草津の未来を担う世代、 

 子どもが輝く教育のまち 

 実現のための施策 

 ≪重点施策③≫ 

 子育て支援の充実 

未来への安心、 

社会で、子育てを支え、 

育む施策 

≪重点施策⑤≫ 

スポーツ健康づくりの推進

スポーツの振興と心身の健康

を保持増進する施策

≪第５次草津市総合計画 

第３期基本計画 

リーディング・プロジェクト①≫

「健幸都市」づくりの推進 

≪第５次草津市総合計画 

第３期基本計画 

リーディング・プロジェクト②≫

“まちなか”を活かした 

魅力向上 

≪第５次草津市総合計画 

第３期基本計画 

リーディング・プロジェクト③≫

コミュニティ活動の推進

限られた財源の戦略的な配分を行うため、「市民との協働のまちづくり」を基本に 

以下の重点施策等を推進するものとする。 

  ≪重点施策④≫ 

  高齢者福祉の充実 

  生涯のいきがいと、 

  高齢期の不安を安心に 

  変える施策 

第３期基本計画リーディング・プロジェクト 

重点施策および第５次草津市総合計画 
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「重点施策」

「防災・安全のまちづくりの推進」

洪水・内水ハザードマップ策定費 ･･･････････････････ 7

マンホールトイレ整備費 ･･･････････････････ 8

地域ＢＷＡを活用した公衆Wi-Fi環境整備 ･･･････････････････ 9

「教育の充実」

小・中学校大規模改修費 ･･･････････････････ 10

（仮称）草津市第二学校給食センター整備費 ･･･････････････････ 11

英語教育推進費 ･･･････････････････ 12

小１学びの基礎育成事業費 ･･･････････････････ 13

学校ＩＣＴ環境充実費 ･･･････････････････ 14

不登校等対策強化推進費 ･･･････････････････ 15

「子育て支援の充実」

民設児童育成クラブ施設整備費補助金 ･･･････････････････ 16

乳幼児健診ネット予約システム導入費 ･･･････････････････ 17

新生児聴覚検査費 ･･･････････････････ 18

幼児の運動遊びプログラムモデル事業費 ･･･････････････････ 19

民間保育所・認定こども園運営費補助金（保育体制強化） ･･･････････････････ 20

認定こども園整備費（玉川、常盤、老上、笠縫、矢倉） ･･･････････････････ 21

民間保育所等施設整備費補助金 ･･･････････････････ 22

「高齢者福祉の充実」

高齢者フレイル予防事業費 ･･･････････････････ 23

認知症施策推進費 ･･･････････････････ 24
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