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成 財 第 5 5 0 号 

令和 2 年 10 月 1 日 

 

 （あて先）各部課かい長 

 

 成田市長 小 泉 一 成 

 

 

令和 3年度当初予算編成方針 

 

我が国の経済は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、極めて厳しい状況にあ

り、国難とも言うべき事態に直面している。内外経済が大幅に下押しされ、国際通貨基金

（IMF）は、世界経済見通しにおいて、2020 年の日本の実質 GDP 成長率について、リーマ

ン・ショック時を超える落ち込みを予測しているところである。 

政府は、経済を内需主導で成長軌道に戻していくことができるよう、経済の下支えを行

いながら、感染拡大防止と社会経済活動の両立を図ることにより、「新たな日常」を通じ

た「質」の高い経済社会の実現を目指しており、緊急事態宣言の解除後、感染拡大の防止

策を講じつつ、社会経済活動のレベルを段階的に引き上げたことに伴い、個人消費など、

一部に景気の持ち直しの動きがみられるところである。 

また、国の財政においては、これまでの各種支援策の実施等に伴い、公債費の累増が懸

念される状況であるが、令和 3 年度の当初予算については、感染症拡大の動向とその経済

等への影響を見極めつつ、「令和 3 年度予算編成の基本方針」でその方向性を示すことと

されており、引き続き国の動向や感染症が内外経済に与える影響について注視していく必

要がある。 

これまで本市では、既存の枠や計画にとらわれず、市民の暮らしや事業を守り、活力と

安心を取り戻すため、思い切った財政措置を行うことにより、本市独自の様々な支援策を

実施してきたところである。 

令和 3 年度も、新型コロナウイルス感染症の影響で変化した生活様式などを把握しつつ、

感染防止対策と社会経済活動の両立を目指した施策を迅速に進めていかなければならない。 

このような状況において、本市の財政は、令和 2 年度の財政力指数が 1.33 と算定される

など、全国有数の財政力を有しており、令和元年度決算における各種財政指標から財政の
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健全性、弾力性は維持されている。 

しかしながら、今後の状況を考えると、歳入面においては、感染症拡大の影響による個

人所得の減少や企業収益の悪化に伴い、個人市民税及び法人市民税の大幅な減収は避けら

れないものと見込まれる。また、令和 3 年度から普通交付税が不交付になるとともに、今

後の収束時期によっては、国・県からの交付金等も減収となるおそれがあり、それぞれの

歳入について的確に見込むとともに、景気の動向についても注視していかねばならない。 

一方、歳出面においては、高齢化の進行及び子育て施策の拡充等に伴う扶助費や大規模

な普通建設事業の進捗による公債費などの義務的経費が増加傾向にあり、また、投資的経

費では、公共施設等の長寿命化や更新を行うに当たり多額の財政負担が見込まれる状況で

あり、次世代に対し過大な負担を残すことの無いよう留意していく必要がある。 

加えて、成田空港の更なる機能強化と環境対策に向けた取組、新駅構想と新たなまちづ

くり、安心して子どもを産み、子育てができる環境づくりなど、本市が将来にわたって持

続的な発展を続けていくために取り組むべき課題に着実に対応するとともに、令和 3 年度

に延期された東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会を契機として、スポーツツ

ーリズムや観光資源を活かした｢観光立市なりた｣を実現し、その財産を次世代へ繋げてい

かなければならない。 

これらの山積する課題に対応するため、さらには、感染症の影響から早期に脱し、本市

が魅力あるまちとして持続的に発展していくため、今後の財政運営に当たっては、職員一

人ひとりが直面する現状を改めて認識し、新たな施策の有効性を十分吟味することはもち

ろんのこと、既存事業の必要性や優先度を見極めた上で見直しを図るなど、より一層の効

率化及び合理化により経費の削減を進めていかなければならない。 

そこで、当初予算の編成に当たっては、行政改革推進計画の措置事項を確実に実践し、

一層の経費節減に努めるとともに、｢ＮＡＲＩＴＡみらいプラン｣で描く｢住んでよし 働い

てよし 訪れてよしの生涯を完結できる空の港まち なりた｣という将来都市像の実現に向け、

すべての事業をゼロベースで見直し、事業の選択と集中を行うことにより、限られた財源

を重点的かつ効率的に配分する予算編成を行うこととする。 
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１  総括事項 

 

(1) 年間予算の編成 

予算編成に当たっては、国及び県、経済の動向を注視し、総計予算主義の原則に基

づき、予定される歳入歳出を的確に把握し、関係部課と密接な連絡を図りながら年間

予算の編成を行うこと。 

なお、年度途中の補正は、制度の改正に伴うもの、災害関係費等緊急なもの、又は

当初予算編成の段階で特に協議したもののほかは行わない方針である。 

 

(2) 経常的経費に係る編成 

歳入で大きな割合を占める市税において減収が避けられない状況であり、また、持

続可能な財政運営を行うため、当初予算における財政調整基金からの繰入れを抑制す

ることにも留意していかなければならない。 

経常的経費に属する事業費については、自主性が発揮されることなどを目的として、

例年各部局に配当してきたところであるが、このような状況を踏まえ、この枠配分方

式による予算編成を一時中止する。 

なお、経常的経費に属する事業費の要求に際しては、事務の効率性などを鑑み、各

部局に要求の上限額を示すので、これに基づく要求により査定を行うものとする。 

 

(3) 臨時的経費に係る編成 

臨時的経費は、今後の財政状況を注視しながら、緊急性等を勘案し、真に必要なも

のを厳選することとする。 

なお、要求額は、原則として、令和2年度予算額の範囲内とするが、これにより難い

場合は、事前に財政課と協議の上、必要な経費を要求すること。 

 

(4) 新型コロナウイルス感染症への対策 

国の動向や感染状況等を踏まえ、感染防止対策を徹底するとともに、新しい生活様

式を踏まえた事業の実施内容を検討すること。 

 

(5) 現行行財政制度による編成 

国の予算、地方財政計画等が決定されていないため、原則として現行行財政制度に

基づき編成する。 

ただし、国の政策決定がなされたものや、国及び県の予算案等が判明したものにつ

いては、予算編成途中で修正する。特に、歳入における補助金、負担金の新設や削減、

廃止等、また、歳出における扶助費等の新設については、国及び県の動向を注視し、
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情報収集を的確に行うこと。なお、条例等制度の改正が前提となるものについては、

予算編成と並行して庁議等に諮ること。 

 

(6)｢ＮＡＲＩＴＡみらいプラン第 6次実施計画｣との整合 

実施計画のローリングを経て策定中の｢ＮＡＲＩＴＡみらいプラン第 6 次実施計画｣

の策定状況を踏まえつつ、将来都市像の実現に向けて積極的に取り組むこと。 

なお、令和 3年度の計上事業については、予算編成において確定する。 

 

(7) 行政評価等の反映 

実施計画のローリングと同時に実施した行政評価における事務事業評価の結果を反

映させること。 

なお、議会及び監査委員からの意見については、これを十分に参酌し、早期に対応

すべきものについて計上すること。 

 

(8) 行政改革大綱等の予算編成への活用 

｢成田市第 5 次行政改革大綱｣に示された基本的な考え方に基づき、成田市行政改革

推進計画に計上された取組事項の進捗状況を検証するとともに、新たな財源確保や経

費の削減に積極的に取り組み、簡素で効率的、効果的な行政経営に努めること。 

 

(9) 予算執行の平準化 

債務負担行為の活用、余裕期間の設定、適切な工期設定等により、発注時期及び工

期末が一時期に集中しないように年間を通じた分散化を図り、予算執行の平準化に向

けて、積極的に取り組むこと。 

なお、債務負担行為の設定に際しては、将来における負担が過重なものとならない

ように精査すること。 

 

(10) 特別会計の財政運営 

特別会計においては、設置目的に従い、経営の合理化と経費の節減に努めるととも

に、財源の確保を積極的に図り、一般会計からの繰入れについては、その繰出基準の

範囲内とすることを基本とする財政運営の確保を図ること。 

また、公営企業会計への移行に当たっては、経営・資産等の状況の正確な把握や弾

力的な経営に努め、中長期的な視点に立った効率化及び経営健全化を図ること。 
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２ 重点施策 

 ｢ＮＡＲＩＴＡみらいプラン第 6 次実施計画｣を踏まえ、目指すべき将来都市像である

｢住んでよし 働いてよし 訪れてよしの生涯を完結できる空の港まち なりた｣の実現

に向けて、令和 3年度の重点施策は次のとおりとする。 

 

 (1) 安全・安心で快適なまちづくり 

騒音地域で貸与している防災行政無線個別受信機の更新、防犯灯のＬＥＤ化の推進、

地域防災の中核である消防団の器具庫の計画的整備など、安全・安心で快適に暮らせ

るまちづくりを推進する。 

また、防災情報伝達における多言語対応など、さらなる防災対策を推進する。 

加えて、公共施設等について、成田市公共施設等総合管理計画などに基づき、各施

設の整備計画等の策定や改修、修繕を実施するとともに、ユニバーサルデザイン化を

推進し、公共サービスの安定的提供を行う。 

 

(2) 空港の更なる機能強化と新たなまちづくり 

成田空港の機能強化は、国際競争力の強化、地域の活性化や雇用の拡大などによる

地域経済の発展が期待できる一方で、騒音地域の拡大や発着回数の増加に伴う騒音の

増加、航空機からの落下物など、騒音地域住民の生活環境へ影響を及ぼすことから、

これらの課題に適切かつ確実に取り組む。 

また、空港の機能強化や大学病院を核とした医療関連産業の集積などに伴う、新た

な開発需要や人口増加に適切に対応していくため、都市機能や住環境整備が図られる

よう、将来を見据えたまちづくりに取り組む。 

 

(3) スポーツツーリズムと観光立市の推進、地域経済の活性化 

2020 年の東京オリンピック・パラリンピックの開催延期に伴い、事前キャンプの受

入れやホストタウン事業などを実施し、その財産を次世代に繋げられるよう、スポー

ツツーリズムを戦略的に展開する。 

また、成田特有の観光資源を活用した成田伝統芸能まつり、成田市御案内人・市川

海老蔵丈による情報発信や歌舞伎講座の開催等、地域性・創造性を追求した「成田ブ

ランド」を確立し、「観光立市なりた」を推進する。 

さらに、新生成田市場の再整備及び農林水産物の輸出拠点化に伴う物流の強化を図

るとともに、市内中小企業の人材確保を支援することによる商工業の活性化、計画的

な農業基盤の整備による農業経営の安定化などを推進することで、地域経済の活性化

に取り組む。 
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 (4) 安心して子どもを産み、子育てができる環境づくり 

｢子ども・子育て支援新制度｣に基づく取組を推進することにより、保育施設の整備

による受入れ態勢の拡充、地域型保育事業の安定した運営に対する支援、｢なりた手

当｣の支給による保育士の処遇改善を行うなど、保育環境の充実を図ることで、引き続

き入所待ち児童の解消に取り組む。 

また、｢子育て世代包括支援センター｣において、妊娠・出産・育児に関して不安や

負担を抱えている妊産婦等への相談や支援を行い、安心して子どもを産み、子育てが

できる環境を実現する。 

 

(5) 住み慣れた地域で安心して暮らせる福祉の充実 

高齢者が住み慣れた地域で、安心して暮らしていけるよう、生活支援、介護予防の

基盤整備を推進するため、生活支援コーディネーターの機能強化に取り組むなど、サ

ービス給付の充実を図りつつ、高齢者のニーズに対応したサービスの拡充による生活

の質の向上を図る。 

また、障がい者に対する日常生活の自立、就労に向けた訓練、福祉的就労を実施す

る施設サービスの充実、地域生活への移行・継続に対する支援などにより、誰もが住

み慣れた地域で、安心して暮らせるまちを実現する。 

 

(6) 未来を担う子どもを育む教育環境の整備 

大栄地区における小中一体型校舎の整備、小・中学校における特別教室の空調設備

の整備、老朽化した既存校舎の大規模改修、児童生徒数の増加に対応するための校舎

の増築のほか、児童生徒 1 人 1 台分として整備したタブレット端末を用いたＩＣＴ教

育の推進など、教育環境の充実を図るための施設等の整備を推進する。 

また、温かい給食の提供や様々なアレルギーへの対応を可能とするため、親子方式

による共同調理場の整備を計画的に行い、未来を担う心豊かな子どもたちを育む教育

環境を整える。 
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３ 個別的事項 

予算見積書の作成に当たっては、総括的事項及び重点施策を踏まえた上で、次に掲げ

る個別的事項に留意すること。 

 

(1) 歳入に関する事項 

①  市税 

税制改正、経済動向を十分に勘案し、確実かつ最大限の年間収入見込額を計上す

ること。特に、税負担の公平を期するため、課税客体の完全捕捉と徴収率の一層の

向上に努めること。 

 

②  地方交付税、地方譲与税、交付金 

国の予算編成状況と地方財政計画の策定の方向を見極めて、的確な収入見込みを

計上すること。 

 

③  国庫支出金、県支出金 

事務事業の緊急度とその効果を十分検討し、補助金ということから安易に受け入

れることなく、主体的な判断に基づき取捨選択の上、計上すること。 

なお、令和 3 年度は、国等においても財源確保が困難な状況が想定されることか

ら、国及び県の動向をこれまで以上に注視し、制度の創設、拡充、縮減、廃止等に

対応し、遺漏のないように補助要望すること。 

また、補助の廃止、負担・補助割合の変更等があった場合は、必ず事業の見直し

を行うこと。 

 

④  分担金、負担金、使用料、手数料、諸収入 

総体的に住民サービスの向上を図るためには、受益者に応分の負担を求めること

は、重要な要素であることを十分に認識し、住民負担の公平性の確保の観点と受益

者負担の原則に立って、関係事務事業費の動向に即応して見直しを行い、公正な費

用負担の確保に努め、見直し後の年間収入見込額を計上すること。 

また、未収金については、積極的な徴収対策を講じ、その解消に努めること。 

 

⑤  市債 

市債の活用に当たっては、適債性はもちろんのこと、実質公債費比率、将来負担

比率などの推計に基づく、将来の財政負担を十分検討の上、基礎的財政収支を意識

して見積りを行うこと。 
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⑥  その他 

市が所有している財産の有効活用、不用な物品や用地の売却、あるいは広告収入

等の新たな増収策を積極的に検討し、あらゆる創意工夫により財源の創出に努める

こと。 

特に、ふるさと納税については、魅力ある返礼品の充実を図るとともに、既存の

ポータルサイトに加え新たなポータルサイトでの運用を開始することなどにより、

より一層の推進を図ること。 

また、各種団体が行っている助成制度の情報収集に努め、積極的に活用するとと

もに、零細又は捕捉困難な収入についても、なおざりにすることなく収入の増加に

努めること。 
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(2) 歳出に関する事項 

事務事業の徹底的な見直しを行い、“最小の経費で最大の行政効果”を挙げること

を目標とすることはもとより、公と民の適切な役割分担が確保されているか、事業の

果たす役割が終了していないかなど改めて検証を行い、執行経費の公平性、透明性に

十分留意の上、計上すること。 

 

①   人件費 

｢働き方改革｣を推進し、時間外勤務の縮減のため、職員の適正な配置及び事務の

簡素化、合理化を図ること。 

 

②  物件費等 

旅費、日当、物件費等の消費的経費については、徹底的に事務の洗い直しを行い、

その削減に努めること。 

 

旅費 ···················  全国的なものは原則廃止。審議会等の視察

は、必要最小限度を旨とし、隔年、日帰りを

原則とする。 

 

消耗品・備品等 ·········  物品の調達に当たっては、グリーン購入に努

めること。また、課内で物品を使用しなくな

った時は、部内あるいは庁内に情報を発信

し、リユースに努めること。 

 

食糧費 ·················  必要性を検討の上、削減に努めること。 

 

図書・追録・新聞等 ·····  インターネットを含め、様々な媒体を最大限

に活用しながら情報収集に努め、図書、追

録、新聞等あらゆる面において、必要性を検

討し、削減に努めること。 

 

維持管理委託 ···········  施設・設備の長寿命化を図るため、日常の保

守管理に必要な委託項目をチェックし、仕様

を検討すること。 

  

③  維持補修費 

保守点検委託等の報告に留意し、施設の現況を的確に把握し、優先度の高いもの

から年間の枠の中で計画的に執行できるように努めること。 
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④  補助金、負担金 

補助金及び負担金については、改めて公益性を考査し、既に目的を達したもの、

効果が少ないもの等については、積極的に整理を行い、他のものについても時限等

を設けるなど、自主性・自立性を尊重する観点から、全般にわたり抜本的な見直し

を行うこと。 

また、負担金は、原則として各負担金審議会の承認を得たもののみ計上すること。 

なお、各種団体に対する運営費補助金及び事業費補助金については、｢団体運営費

補助金の見直しのための方針及び基準｣及び｢事業費補助金の見直しのための方針及

び基準｣に基づいて実施した見直し結果をフィードバックするものである。 

 

⑤  補助事業 

国、県、市間の経費負担区分の明確化を図り、超過負担の解消については、積極

的に関係機関に働きかけ、財政秩序の確立に努めること。また、国及び県からの委

託事業については、委託金の範囲内で賄うことを原則とする。 

 

⑥  投資的経費 

｢ＮＡＲＩＴＡみらいプラン第 6次実施計画｣における計画事業の中から、必要性

や優先順位を精査した上で予算計上し、事業費の縮減を図ること。 


