令和２年度施政方針

～次なる夢と希望にあふれた
輝かしい未来に向かって～

子どもの健康や高齢者の介護予
防、食による健康づくりなど、市
民の皆さまの健康づくりを応援
する新たな「健康づくり３大プロ
ジェクト」を本市の宝である市民
力とともに、効果的に展開します。

市民の健康づくりプロジェクト

持続可能なまちに向けて

いろは親水公園や田子山富士塚、
市制施行 周年記念事業など、本
市の地域資源を活用し、これまで
以上のにぎわいを創出するととも
に、その魅力を全国に発信してい
きます。

魅力発信プロジェクト

▶志木市長

内線２２５５
内線２２１５

香川 武文

の皆さまとともにつくり、将来に
わたり持続可能で夢と希望が持て
るまちであり続けられるよう、市
民の皆さまをはじめ、企業や地域
コミュニティなど、市政に携わる
すべての方の力を結集させ、次の
年につながる、さらなる飛躍と
発展を遂げる年にしてまいります。

問合せ／
予算に関すること：財政課
施策に関すること：秘書政策課

子育て世代定住プロジェクト

私 は 市 長 に 就 任 し て 以 来、「 市
民力」を市政運営の大きなテーマ
として掲げ、これまでも２４８人
が参画した「地区まちづくり会議」
や、 人が参画した「まちの担い
手 育 成 塾 」、 さ ら に は、 １ ０ ９ 人

ル」です。
この 周年という二度とない大
きな節目の年を本市のまちづくり

の一つの集大成と位置付け、市民
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令 和 ２年 度 予 算

新たな子育て支援センターや保
育園の開園、民間事業者との連携
による小学生の体力向上授業の実
施など、将来的な人口減少に備え、
子育て世代が定住し、安心して子
どもを産み育てられる環境の充実

令和２年志木市議会３月定例会
において、令和２年度当初予算案
を提出し、議員の皆さまの慎重な
審議をいただき、無事に可決成立
となりました。
市制施行 周年を迎える志木
市。 年という時をかけて育った
「志木」という名の大木に、新しい
価値を芽吹かせ、さらに力強く成
長させていくためにも、気持ちを

に努めます。
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市民協働は、本市のまちづくりの
根幹であり、市制を施行してから
ずっと続けてきた「志木市スタイ

50
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新たに、次なる夢と希望にあふれ
た輝かしい未来に向かって、躍動
する年としていかなければなり
ません。
時代とともに変化する社会環境
に柔軟に対応するため、私は、課

暮らしやすさ向上プロジェクト

み続けたいと思っていただけるま
まいしん
ちづくりに邁進すべく、令和２年
度は、志木市将来ビジョンで掲げ
た「市民力でつくる 未来へ続くふ
るさと 志木市」の実現に向け、４
つの戦略プロジェクトを軸に、着
実な取組を進めてまいります。

あらゆる危機に備えながら、市
民の皆さまが安心して暮らすこと
ができる環境を整備するとともに、
複雑化する市民ニーズに対し、迅
速 に 対 応 し て い く こ と を 目 的 に、
新たに「基幹福祉相談センター」を
設置するなど、福祉相談機能の強
化を行います。

題を絶対に先送りしないという強
い信念を胸に、市民の皆さまに住

50

で構成された「志木市制施行 周
年記念事業実行委員会」など新た
な形の市民協働によるまちづくり
を推進してきました。このような

50

特集
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市民の健康づくりプロジェクト
「志木っ子元気！子どもの健康づくりプロジェクト」
164万円
の推進
生涯にわたり健康的な生活を送るため、足部機能の測定
や足の課題のアドバイスを行う足部機能・骨格発達支援事
業のほか、ポールを使った運動教室や走り方教室を新たに
宗岡第四小学校を対象に加え実施します。

フレイル予防プロジェクトの推進

285万円

要介護の前段階であるフレイル（筋力低下などの虚弱な
状態）について、市民が主体となって予防を推進するため、
「市民フレイルサポーター」を養成するとともに、フレイル
チェックの実施や高齢者の通いの場における専門職支援、
さらに全市民を対象とした講演会を開催します。

子育て世代定住プロジェクト
保育の量と質の充実

１億4,556万円

体力向上授業の推進

200万円

待機児童を解消するため、新たに民間保育園を２園整備
することで保育定員を拡大します。

体を動かすことが楽しいという気持ちを育むことにより
小学生の体力向上を図るため、民間事業者と連携し、
「投
げる、走る、跳ぶ」の身体の動かし方を楽しく学ぶプログ
ラムを提供します。

4つの戦略
プロジェクト

地区別防災ガイドブックの作成

660万円

300万円

昨年の台風第19号で避難指示が発令された地域において、市
民自らが円滑に避難所へ避難できるよう、あらかじめ避難経路
や避難所までの時間などを確認できる地区別防災ガイドブック
を作成し、市民のマイタイムラインの作成につなげます。

田子山富士塚の国重要有形民俗文化財への指定を記念す
るとともに、さらなるにぎわいの創出と郷土の歴史・文化
への理解の推進を図るため、祝賀事業の開催やPRグッズを
作成します。

基幹福祉相談センターの設置

2,730万円

いろは親水公園の魅力倍増事業の推進2,900万円

市内の障がい者の相談支援事業所などの相談機関に対し
て、専門的な支援・助言をするための障がい者基幹相談セン
ターを新たに立ち上げ、すでに設置されている後見ネットワー
クセンターと生活相談センターの３つの相談事業を一体的に
実施するため、基幹福祉相談センターを10月に設置します。

いろは親水公園のさらなるにぎわいを創出するため、サ
ウンディング型市場調査の結果を踏まえた「いろは親水公
園の魅力倍増に向けた基本計画」を策定するとともに、カ
フェやプレイパークの設置など、いろは親水公園の価値の
向上につながる再整備に向けた測量や設計を実施します。

暮らしやすさ向上プロジェクト
3

田子山富士塚国指定記念事業の実施
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魅力発信プロジェクト

令和２年度予算
１ 市民力が生きるまちづくり
保育園児の交通安全対策の実施

1,190万円
保育園が行う散歩などの園外活動中
の保育園児たちを交通事故から守るた
め、危険箇所や交差点付近の歩道に防
護柵を設置するとともに、道路標識及
び路面表示の設置やスクール・ゾーン
と同様の交通規制を行うことができる
キッズゾーンの設定につなげます。

民間事業者との連携による
水泳指導の実施
430万円

アクティブシニア等の社会参加支援

19万円

児童・生徒の泳力向上を図るため、
民間事業者と連携した水泳指導を実施
します。令和２年度は、プールの老朽
化が著しい志木第四小学校において、
民間のプール施設を活用し、泳力向上
につながる水泳指導を行います。

元気な高齢者（アクティブシニア）を
はじめとする市民のボランティアや地
域活動を応援するため、市、関係機関、
市民団体、NPO法人、シルバー人材
センター、ハローワークなどが一堂に
会した、市民向けの活動総合説明会を
開催し、社会参加を支援します。

志木第二小学校体育館の大規模改修及び空調設備の設置

２億5,750万円

小学校の良好な教育環境を整備するため、志木第二小学校の体育館の大規模改
修工事及び照明設備のLED化を実施するとともに、災害時における学校体育館の
避難所機能強化と記録的猛暑をはじめとする異常気象から子どもたちの健康を守
るため、空調設備設置工事を実施します。

５つの視点で見る
主な事業と予算額
令和２年度に重点的に取り組む事業や新たな事業などについて、
その内容や予算額の一部をご紹介します。

２ 市民を支える快適なまちづくり
後期高齢者医療健康診査無料化
の実施
3,727万円

いろは健康ポイント事業の拡充

2,314万円

後期高齢者の負担軽減を図るため、
生活習慣病の予防及び早期発見・早期
治療を目的とする後期高齢者医療健康
診査の自己負担額を無料化します。

市民の健康寿命の延伸につなげるた
め、いろは健康ポイント事業の医療費
削減効果などの事業効果を検証すると
ともに、参加者数の拡大を図ります。
また、地域包括ケアの推進として、
新たに見守りポイント機能を追加し、
児童の下校時間帯に事業参加者が外に
出るきっかけをつくることで、地域で
の見守りの目を増やしていきます。

スポーツ全国大会等出場者
派遣費用の支援
50万円
市民のスポーツ活動を奨励し、ス
ポーツの振興を図るため、全国規模の
大会に出場することが決定した市民や
市内団体に対し、大会出場に要する費
用の一部を補助します。

戦後75周年平和祈念事業の実施

176万円
戦後75周年の節目にあたり、今日の
平和が戦没者の方々の尊い犠牲の上に
築き上げられたものであることを決し
て忘れぬよう、戦争で亡くなられた
方々を追悼するとともに、多くの市民
の方々に戦争の悲惨さと平和の尊さを
伝えていくため、平和な社会の発展に
寄与することを目的とした戦後75周年
平和祈念事業を実施します。
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３ 活力と潤いのあるまちづくり
ペデストリアンデッキを活用した
にぎわい創出の支援
90万円

いろは親水公園にぎわい事業の
推進
5,536万円

志木市民花火大会の支援

1,500万円

志木市の玄関口である志木駅東口の
にぎわいを創出するため、志木駅東口
ペデストリアンデッキを活用したにぎ
わい創出イベントを実施する団体に対
し、費用の一部を支援します。

いろは親水公園に多世代の市民が集
い、にぎわいあふれる憩いの空間を創
出するため、コミュニティ協議会など
と連携して、四季折々の花や緑で公園
なか す
内を彩るとともに、中洲に新設された
船着場を活用して和舟回遊事業「いろ
はの渡し」
を拡大して実施します。
また、埼玉県が実施するいろは親水
公園上流の柳瀬川堤防上の遊歩道整備
にあわせ、歩いて楽しい魅力的な案内
表示の設置を進めます。

令和２年９月19日㈯に実施する５年
に１度の市民花火大会では、
「カパル
花火」や「五輪花火」などの市制施行50
周年を記念するにふさわしい花火を打
ち上げるなど、本市の魅力を発信する
とともに、市民のふるさと意識の高揚
につなげます。

志木市中心市街地活性化基本計画
1,000万円
の策定
東武東上線沿線随一の商業のまち志
木としてのにぎわいを取り戻すため、
志木市中心市街地活性化基本計画を策
定します。

予算編成の基本的な考え方
● 志木市の将来を見据えた「まちづくり新35の実行計画」の
最終工程として、成果を確実に市民に届ける

● サマーレビュー及び事業判定会の結果や職員提案制度に
よる提案を踏まえた予算を計上する

● 志木市新行政改革プランにおける「事務事業の見直し」の
検証結果に基づき、優先度を見極めた見直しを行う

● 志木市将来ビジョンで掲げるまちの将来像の実現に向
け、志木市戦略プロジェクトの具現化や地域包括ケアの
理念を踏まえた予算を計上する

● 国・県の補助金などを積極的に活用できるよう、関係機
関と折衝し、財源確保を働きかける

４ 未来を支えるまちづくり
市民会館・市民体育館再整備基本
計画の策定
1,690万円
耐震性能が不足し、施設の再整備が
急務である市民会館及び市民体育館に
ついて、現在そして将来において必要
かつふさわしい施設となるよう市民の
意見を取り入れながら、再整備に向け
た基本計画を策定します。

道路管理委託マネジメント手法の
策定
1,630万円

「志木市デマンド交通」の実施

3,541万円

市道の維持管理について、サービス
水準の確保とコスト縮減を図るため、
道路の巡回や補修などを包括的に民間
事業者に委託する手法についての検討
を行い、効果的・効率的な維持管理の
実現につなげます。

高齢者や障がい者、妊婦、未就学児
の子育て世帯などの移動手段を確保す
るため、自宅や公共施設、病院、商業
施設などの間の移動において、低額で
タクシーを利用できる「志木市デマン
ド交通」を継続して実施するとともに、
乗車地点と降車地点が同一の場合、登
録者同士の同乗を可能にするなど、さ
らなる利便性の向上を図ります。

道路排水施設等の整備

1,043万円
ます

ゲリラ豪雨などによる浸水被害を軽減するため、道路横断側溝の設置や集水桝
の蓋交換を実施するとともに、道路冠水箇所に監視カメラを増設するほか、水圧
せ
を利用して洪水を堰き止める止水板を新たに活用することで水害対策の強化を図
ります。
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令和２年度予算
５ 健全でわかりやすい行政運営
ICT戦略推進事業


「カパル」のイラスト入り特別受理
証明書の発行
６万円

2,431万円

近年、高度なICT技術を取り入れた
業務改善、働き方改革が推進されてい
るなか、将来的な労働人口の減少への
対応や長時間労働の是正を図るため、
本市においても、行政運営の効率化を
図り、市民サービスの向上につながる
新たなICT技術の実証実験に取り組み、
導入を進めます。

マイナンバーカード取得の促進

245万円

本市に、令和２年７月１日から令和
３年３月31日までに婚姻届を提出し、
特別受理証明書を申請した人のうち、
希望される人に市制施行50周年限定の
「カパル」のイラスト入り特別受理証明
書を発行します。

事業判定会の結果を予算へ反映
市民感覚を取り入れた事業の改善などを行うた
め、有識者１人と市民５人で構成する判定員が、
事業担当課と企画・財政担当課の意見交換を聞い
たうえで、事業の必要性を判定する事業判定会。
今回は、AIチャットボット導入事業をはじめと
する４つの事業について判定が行われ、市長へ事
業判定結果報告書が提出されました。

マイナンバーカード取得率向上を目
指し、市職員が事業所に赴き、申請を
受け付ける「出張申請サービス」などの
申請サポートを実施します。
さらに、令和２年９月から開始予定
のマイナンバーカード保有者を対象と
したマイナポイント付与に対応するた
め、支援員を窓口に配置し、マイキー
ID設定の円滑化を図ります。

▲

判定結果などの詳細は、左記 QR コードから、
市ホームページをご覧ください。

AI チャットボット導入事業
判定結果／予算要求どおり

高齢者安全運転支援装置
設置補助事業

予算／判定結果のとおり

判定結果／予算要求を認め

事業内容／ AI チャットボ

予算／判定結果のとおり

予算化

ット導入に向けた実証実

ない

予算化しない

験の実施

多言語対応観光デジタルパ
ンフレットを活用したシテ
ィプロモーション事業

志木第四小学校プール解体
及び水泳指導民間委託事業

判定結果／抜本的に見直し

予算／判定結果のとおり

予算／判定結果のとおり
予算化

事業内容／紙媒体による観

▲令和元年11月28日㈭、志木市事業判定会から事業判定結果報告書が
市長へ提出されました

特別会計・企業会計

光パンフレットの作成

託事業の実施

その特定の歳入をもって特定の歳出に充てるものです。

企業会計
予算

志木駅東口
地下駐車場事業

予算化

事業内容／水泳指導民間委

特別会計や企業会計は、市が特定の事業を行う場合に一般会計と区別して設置し、

特別会計
国民健康保険

判定結果／一部見直し

65億1,270万円

対前年度比

増減率

７億5,248万円減 ▲10.4％

4,836万円

26万円増

0.5％

介護保険

44億8,108万円

6,759万円増

1.5％

後期高齢者医療

10億1,900万円

4,440万円増

4.6％

予算

対前年度比

増減率

水道
事業

21億4,293万円

１億3,982万円増

下水道
事業

33億6,713万円

３億8,994万円増 13.1％

7.0％
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277億 8,100万円

令和２年度

一般
会計

過去最高

対前年度比

＋29億8,100万円（12.0％増加）

453億 5,220万円（一般会計・特別会計・企業会計を合わせたもの）

予算総額

対前年度比

＋28億7,053万円（6.8％増）

歳入
繰入金
20億9,463万円
7.5%

その他
6億3,809万円

市債（借金）
38億5,010万円
13.9%

2.3%

市民税
56億9,121万円
20.5%

負担金、
使用料・手数料
7億3,058万円
2.6%

総 額
277億8,100万円
国・県からの
交付金・補助金など
81億150万円
29.2%

固定資産税・
都市計画税など
48億8,472万円
17.6%

主な増加の内容
市 民 税

市内人口の増加による納税義務者の増加や
雇用・所得環境の改善に伴う個人所得の増
加などにより増加の見込み
（対前年度比 4,103万円増）

固定資産税

家屋の新・増築により増加の見込み
（対前年度比 4,535万円増）

一般会計歳出内訳

市の事務や庁舎管理、市民活動の推進などのための
総務費、道路や河川、公園などを管理・整備するため
の土木費、幼稚園や学校教育、社会教育のための教育
費が増加しています。
主な増加の内容

7

歳入のおよそ半分を占める市民税や固定資産税をは
じめとする市税の予算額は109億4,610万円で、令和
元年度に比べ、8,649万円の増加を見込んでいます。

地方交付税
その他の市税
14億2,000万円
（市たばこ税など）
5.1%
3億7,017万円 1.3%

歳出

総 務 費

一般会計歳入内訳

新市庁舎建設や旧市庁舎解体の工事費など
により増加
（対前年度比 20億2,449万円増）

土 木 費

味場排水機場他排水ポンプ等改修や道路改
良の工事費などにより増加

（対前年度比 ２億7,749万円増）

教 育 費

幼稚園無償化に伴う保育料等の助成や中学校
体育館空調設備設置工事費などにより増加

（対前年度比 ５億8,561万円増）

Shiki City 2020.4

予備費

3,000万円

公債費
19億2,618万円
教育費
34億8,841万円

6.9%

3.0%

土木費
19億1,667万円

6.9%

0.4%

農林水産業費
4,451万円 0.2%

議会費

2億636万円

0.7%

総務費
56億304万円
20.2%

12.6%

消防費
8億2,371万円

商工費
1億1,589万円

0.1%

総 額
277億8,100万円

衛生費
16億9,564万円
6.1%

民生費
119億774万円
42.9%

労働費
2,284万円 0.1%

※表示けた数未満は四捨五入

