
令和3年度当初予算の概要／主要事業

（３）重点目標に係る主要事業

　災害時において、市民及び関係機関に防災関係情報を迅速に伝
達し、市民の安全・安心を確保するため、無線設備の整備及び保
守を行います。また、令和4年11月末をもってアナログ波が使用で
きなくなることから、債務負担行為を設定し、2カ年にわたり希望
者に対してデジタル波対応の戸別受信機に更新を行います。

 ①　安全・安心でうるおいのある生活環境をつくる（住環境）

 ②　健康で笑顔あふれ，共に支え合う社会をつくる（保健・医療・福祉）

 ③　地域文化を生かし，未来を担う心豊かな人材を育む（教育・文化）

 ④　空港の機能を最大限に生かし，魅力的な活気あふれる都市をつくる（空港・都市基盤）

 ⑥　市民サービスを充実させ，持続可能な自治体運営を行う（自治体経営）

 ⑤　活力ある産業を育て，にぎわいや活気を生み出すまちをつくる（産業振興）

○防災用品備蓄事業【一部新規】

1,967万円　避難所用備蓄品を格納する備蓄倉庫を追加購入するとともに、
避難所における感染症対策を進めるため、避難所用間仕切りテン
トを追加購入し、全避難所に配備します。

○防災行政無線整備事業【一部新規】

1,235万円

　市では、平成28年度を初年度とする総合計画の実現に向けて

の6つの基本方向に基づき、主要事業を中心に各種事業の緊急性、優先度を考慮し、一
層の経費節減を図るとともに、財政の健全性の確保と効率的な財政運営に留意しなが
ら、令和3年度予算を編成しました。

　ここでは、今年度行う主要事業の内容につきまして、6つの重点目標ごとに紹介しま
す。

事業の名称及び内容 予算額

　１．安全・安心でうるおいのある生活環境をつくる（住環境）

○防災行政無線固定系更新事業

2,638万円　本市の固定系防災行政無線に係る親局無線送受信機器及び再送
信子局中継機器について、更新を行います。

○防犯灯維持管理事業【一部新規】

1億653万円

　市管理の防犯灯について、適正な維持管理を行うとともに、
区・自治会等が所有・管理する防犯灯の維持管理に係る経費の一
部を補助することにより、生活環境の整備及び犯罪の未然防止を
図ります。また、ＥＳＣＯ事業の活用により、ＬＥＤ灯へ一括更
新したうえで維持管理を行うため、債務負担行為を設定します。
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○航空機騒音地域補助事業

1億8,111万円　騒特法防止地区、防止特別地区内の土地、家屋並びに騒防法第
一種区域の住家とその宅地の固定資産税、都市計画税の50％相当
額を補助します。

○空気調和機器更新工事補助事業【一部新規】

2,864万円

1,767万円
　脱炭素社会に向けて、環境への負荷の低減を図り、地球温暖化
の防止等環境の保全に寄与することを目的として、住宅用省エネ
ルギー設備を新たに設置した市民に、その設置に要する費用を補
助します。

189万円

1億935万円

　騒防法第一種区域及び第一種区域に隣接する区域の防音家屋の
所有者等に対し、家屋及び空調施設の維持管理費の一部を補助し
ます。

○いずみ聖地公園拡張整備事業

3億7,636万円　リサイクルプラザにおける一般廃棄物の適正な処理と草木の再
資源化処理などを行い、廃棄物の有効活用を図ります。

○八富成田斎場管理運営事業【一部新規】

2億877万円　令和2年度から引き続き、長寿命化計画に基づく火葬炉改修工事
を行います。

○リサイクルプラザ維持管理運営事業

○成田富里いずみ清掃工場維持管理事業

7億3,955万円　一般廃棄物（可燃ごみ）を適正に処理するため、成田富里いず
み清掃工場の適切な運転維持管理を行います。

○地球温暖化対策推進事業【一部新規】

　従来のような普通墓地や芝生墓地に限らず、市民ニーズに合わ
せた墓地を計画的に供給するため、令和2年度に実施した合葬式墓
地整備基本設計を基に、建設候補地の測量調査を実施します。

○共同利用施設等維持管理事業【一部新規】

　航空機騒音地域における騒音防止対策事業として建設した共同
利用施設、防音集会所の保守点検等の維持管理を行い、地域住民
の生活環境の安定と福祉活動の向上に寄与します。

　騒防法第一種区域内の防音工事済住宅の所有者等に対し、防音
工事の際に設置した空気調和機器の更新工事に係る費用の一部を
補助します。

○民家防音家屋等維持管理費補助事業

7億1,340万円
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2,385万円

2,116万円　供用開始から30年以上が経過した成田浄化センターの再整備に
向けて、令和元年度に策定した基本計画を踏まえ、令和2年度に引
き続き、基本設計を行います。

○市営住宅維持管理事業

4,979万円　市営住宅の適正な管理を行うとともに、老朽化に伴い用途廃止
が進む木造戸建て住宅の補填のためのＵＲ賃貸住宅の借上げを行
います。

　判断能力が低下した、または不十分になった高齢者や障がい者
が、地域で安心して暮らすことができるよう、（仮称）成年後見
支援センターの設置に向けて検討委員会を設置し、センターのあ
り方などについて検討を行います。

○（仮称）成年後見支援センター運営事業【新規】

600万円　本市で新生活をスタートさせたい新婚世帯を応援し、若者世代
の定住促進を図るため、結婚に伴う新居の家賃や引っ越し費用な
どの一部を補助します。

○結婚新生活支援事業【新規】

○介護人材確保対策事業【新規】

1,386万円
　全国的に介護人材の不足が深刻化することが予想されるため、
介護職員の定着支援のための補助や、介護資格取得のための費用
補助を通じて、市内の介護事業所における介護人材の確保を図り
ます。

14万円

○救急・救助高度化推進事業

　消防力強化のため、救急・救助等の資機材を整備し、消防救急
体制を強化するとともに、市民へ応急手当の普及啓発活動を実施
し、救命率の向上を図ります。令和3年度は、新型コロナウイルス
等の感染症対策用資機材として、救急車両へオゾン発生装置を整
備します。

○消防車両・装備強化整備事業

事業の名称及び内容

1億5,697万円　車両の維持管理のほか、長期車両整備計画に基づき更新を行
い、消防力の強化を図ります。令和3年度は、化学消防ポンプ自動
車を更新します。

　２．健康で笑顔あふれ，共に支え合う社会をつくる（保健・医療・福祉）

予算額

○新清掃工場関連付帯施設整備事業【一部新規】

1,185万円　成田富里いずみ清掃工場から発生する余熱等を利用した付帯施
設の早期整備に向けて、事業区域を変更し、新たな整備方針を策
定して事業の推進を図ります。

○浄化センター整備事業
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○介護施設等整備事業

○障害者地域生活支援事業

7,381万円

○オンデマンド交通高齢者移送サービス事業

○児童手当支給事業

○私立保育園等運営委託事業

18億8,134万円　保護者の就労・出産・疾病等で保育を必要とする乳幼児を対象
に、私立保育園に保育を委託するとともに、認定こども園に給付
費を支給し、運営を支援します。

9,775万円

　市内に住む70歳以上の高齢者を対象に、通院や買い物などの外
出時の交通手段として、時刻表や運行経路を定めない乗合型タク
シーによる移送サービスの実証実験を行います。

3億8,044万円

10億2,330万円

○障害者施設利用支援事業

12億7,816万円
　障がい者の自立した生活を支援するため、施設入所及び通所
サービスの利用に対する介護給付並びに通所施設利用者に対して
交通費を助成するとともに、知的障害者生活ホームの運営費の一
部を補助します。

　障がい者が自立した生活を送ることができるよう福祉サービス
の提供、補装具や日常生活用具等の給付、地域生活支援事業等に
より、生活支援の拡充を行います。

○児童ホーム整備事業

　児童ホームの待機児童解消などのため、校舎一体型の大栄第
一・第二児童ホームの整備を行います。

20億1,282万円　次代の社会を担う児童の健やかな成長と子育て家庭等の生活の
安定に資するため、児童を養育している父母等に手当を支給しま
す。

4億6,960万円　子育て支援体制の充実を図るため、健康保険に加入している中
学3年生までの児童の保護者に対し、児童にかかる医療費から自己
負担金を控除した額を助成します。

105万円　介護施設等の整備をしようとする事業者に対して、整備に要す
る費用の一部を補助することにより、介護サービスの基盤整備を
図ります。

○医療費等給付及び助成事業

　更生医療、育成医療、通院医療費及び重度心身障害者の医療費
等の一部を助成することにより、障がい者の生活の安定に寄与す
る等、福祉の増進を図ります。

○子ども医療費助成事業
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4億9,515万円　現在の救急医療体制を維持するとともに、安心できる地域医療
体制の確保を図ります。

○保育士確保・処遇改善促進事業

○保育園運営事業

　児童福祉法及び子ども・子育て支援法に基づき、市立保育園13
園を適正に運営し、乳幼児の健全な育成を図ります。

22億4,499万円

3億9,708万円
　予防接種法により、感染の恐れのある疾病の発生及びまん延を
防ぐために予防接種を行い、公衆衛生の向上及び増進に寄与しま
す。令和3年度は、インフルエンザ予防接種の助成対象に生後6カ
月から中学3年生まで及び妊婦を加え、助成を行います。

1億3,411万円

9,376万円　保育士確保への対応と保育士の処遇改善を図るため、市内の私
立保育園等に対し、給与の上乗せ補助等を行い、保育士を確保し
やすい環境を整え、待機児童の解消を図ります。

○保育園整備事業【一部新規】

1,188万円
　多様な保育ニーズに対応するため，市立保育園施設・設備等の
整備・管理を行い、児童の保育環境の向上に資するとともに、保
育サービスを充実させます。令和3年度は、老朽化が進んでいる松
崎保育園の再整備にかかる基本設計と測量調査を実施します。

○私立保育園等施設整備費補助事業

3億1,135万円　認可保育所等の施設整備をしようとする事業者に対して、整備
に要する費用の一部を補助することにより、保育環境の整備を行
います。

9億2,882万円

○結核・がん検診事業

　がんを早期に発見し早期治療を可能とするため、がん検診を実
施するとともに、正しい健康知識の普及啓発を図ります。

　生活保護法に基づき、生活困窮者を保護し、被保護者に対し、
それぞれ必要な扶助を行います。

○地域医療対策事業

○生活保護扶助費

○予防接種事業【一部新規】
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4,624万円　経済的理由により就学が困難な児童の保護者に対し、学校生活
に必要な物品や給食費等を支給することで義務教育の円滑な実施
を図ります。

○小中学校教育情報化推進事業【新規】

3億207万円

1億6,776万円　小学校10校と義務教育学校1校の特別教室について、令和2年度
に実施した実施設計を基に、空調設備整備工事を行います。

1億9,912万円　学校適正配置による小学校の統合に伴い、遠距離通学となる児
童に対して、通学時の安全と利便性を確保するため、スクールバ
スを運行します。

○小学校大規模改造事業

14億4,490万円

　児童生徒の情報活用能力を育成するため、学区内の情報通信
ネットワークを活用し、情報通信技術（ＩＣＴ）教育を推進しま
す。

○小学校スクールバス運行事業【一部新規】

23万円　豊住小学校の児童数を増加させるため「小規模特認校制度」を
導入し、小規模の特性を生かしながら、特色ある教育を展開し、
学校と地域の活性化を図ります。

○母子保健事業【一部新規】

1億5,470万円　妊娠、出産、子育ての各過程において、妊婦健診の助成、入院
を必要とする未熟児の医療費給付などを通して、子育て支援策の
充実を図ります。

　３．地域文化を生かし，未来を担う心豊かな人材を育む（教育・文化）

予算額事業の名称及び内容

○小学校特別教室空調設備整備事業

　建築後30年を目処に、老朽化した学校施設の大規模な改修を行
います。令和3年度は、八生小学校（東棟）及び公津小学校（南
棟・渡り廊下）の改修工事を行うとともに、三里塚小学校、八生
小学校及び公津小学校の仮設校舎の借上げを行います。

　児童数増加による教室不足に対応するため、校舎の増築につい
ての実施設計を進めるとともに、増築工事に着手します。

○平成小学校増築事業

1億5,249万円

○小学校就学援助費支給事業【一部新規】

○特認校支援事業【新規】



令和3年度当初予算の概要／主要事業

○（仮称）東小学校パークゴルフ場整備事業

2,054万円　スポーツツーリズムの推進及び市民の健康増進を図るため、東
小学校跡地等を活用し、公益社団法人日本パークゴルフ協会が公
認するパークゴルフ場の整備を行います。

○学校給食事業

13億1,168万円　バランスのとれた栄養豊かな食事の提供と、安全衛生を重視し
た学校給食の運営に関する事業を実施します。

5億947万円　学校規模の適正化を図るため地区内小学校5校を統合するととも
に、中学校との一体型校舎として建設します。

7,448万円
　スポーツ施設の整備充実を図るため、大谷津運動公園野球場の
防球ネット改修工事に向けた実施設計を行います。また、大谷津
運動公園及び中台運動公園において、多目的トイレを整備しま
す。

1億297万円
　市民の読書・学習活動等を支援するため、多様化する要望に配
慮した資料や情報を様々なメディアで収集・整備し、市内全域に
図書館サービスを提供します。また、成田市立図書館サービス計
画に基づき、電子図書館サービスの提供を開始します。

○図書整備事業【一部新規】

5,369万円

11億1,636万円　平成27年3月に策定した学校給食施設整備実施計画変更計画に基
づき、令和2年度に引き続き平成小学校の敷地内に学校給食共同調
理場を整備します。

　経済的理由により就学が困難な生徒の保護者に対し、学校生活
に必要な物品や給食費等を支給することで義務教育の円滑な実施
を図ります。

○大栄地区小中一体型校舎建設事業

○運動公園等整備事業

○学校給食施設整備事業

○中学校就学援助費支給事業【一部新規】
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　生活基盤となる道路の安全を維持するため、道路施設の修繕を
行うとともに、街路灯のＬＥＤ化更新工事及び視覚障害者誘導用
ブロック設置工事を実施します。

1億6,643万円　橋りょう長寿命化計画に基づき、本市が管理する橋りょうにつ
いて、計画的かつ予防的に修繕工事を行います。

5億2,364万円

○（仮称）東和田南部土地区画整理事業【新規】

　1年延期となった東京オリンピック・パラリンピックの開催に合
わせて、事前キャンプの受け入れやホストタウン事業などを実施
するとともに、都市ボランティアの育成や運営などを実施しま
す。

2,193万円

　（仮称）成田（東関道）スマートインターチェンジを活用した
物流機能の強化や、空港周辺における産業促進に向けた土地利用
を図るため、土地区画整理事業による新たな都市基盤の整備を推
進します。令和3年度は、まちづくり基本構想を定めるとともに、
公共下水道による汚水処理の基本計画を策定します。

　４．空港の機能を最大限に生かし，魅力的な活気あふれる都市をつくる（空港・都市基盤）

事業の名称及び内容

○スポーツツーリズム推進事業

1億2,791万円

1億2,802万円　日本の伝統芸能・文化と連動した魅力発信を行うとともに、ふ
るさと寄附金（納税）制度のＰＲ力を活用し、成田ブランドの推
進を図ります。

○道路等補修事業

○国家戦略特区推進事業【一部新規】

8,090万円

　吉倉地区周辺における新たなまちづくりなどに伴う、将来の交
通需要の増加に適切に対応した円滑な交通網を確保するため、新
たな幹線道路として、市道東町吉倉線および市道吉倉川栗2号線を
整備するとともに、広域道路ネットワークの強化を図るため、東
和田地先において、市道東町吉倉線と連絡する（仮称）成田（東
関道）スマートインターチェンジにおける実施設計等を実施しま
す。

○橋りょう補修事業

○東関東自動車道スマートインターチェンジ連絡道路整備事業
【新規】

1億1,709万円
　国家戦略特区の規制緩和により開学した国際医療福祉大学医学
部の附属病院について、医師等の養成のための教育施設としての
機能や、その公共性・公益性を考慮して施設等に係る固定資産税
相当額の同大学に対する補助金交付等を実施します。

予算額

○成田ブランド推進戦略事業



令和3年度当初予算の概要／主要事業

　５．活力ある産業を育て，にぎわいや活気を生み出すまちをつくる（産業振興）

2億9,081万円　日常生活で利用する生活道路において、車道幅員を確保するな
ど、利便性、安全性を向上させるための整備を行います。

○幹線道路整備事業

6億8,011万円　国道、県道及び公共施設等との連結的役割を担う幹線道路を計
画的に整備するとともに、自転車通行帯等の整備を行います。

○各種競技大会誘致事業

1,760万円　観るスポーツを推奨する観点から、トップレベルの各種競技大
会などを誘致し、スポーツに対する意識の高揚を図ります。

○有害鳥獣駆除事業【一部新規】

429万円　農作物被害を防ぐため、イノシシ・ハクビシン・カラス等の有
害鳥獣の駆除を委託します。

事業の名称及び内容

○水田農業構造改革対策事業

　高品質・安定的な生産販売体制の整備を推進するため、認定農
業者等が実施する機械・施設の整備に対して補助します。

○森林保全事業【一部新規】

○強い農業づくり支援対策事業

予算額

○生活道路整備事業

○畜産振興事業

1億6,656万円　米の需給と価格の安定を図るため、需要に応じた主食用米の生
産を進めるとともに、生産調整により生じた余剰水田を有効活用
した取組に対して補助します。

3,686万円

　畜産農家の継続的、安定的な経営に資するため、家畜防疫の推
進、生産性の向上を支援することにより畜産業の振興を図りま
す。

　森林造成を計画的、効果的に推進し、資源としての森林の整備
を行い、森林の有する多面的機能の高度発揮と地域社会の健全な
発展を図ります。

1,092万円

5,692万円



令和3年度当初予算の概要／主要事業

○地域コミュニティ推進事業【一部新規】

4,023万円

7,059万円
　首都圏自然歩道及び成田からくり時計等の観光資源・施設の管
理業務を行うほか、成田エアポートツーデーマーチ、成田伝統芸
能まつり、ＮＡＲＩＴＡ花火大会、各観光関連団体等への負担
金・補助金の交付を行い、本市の観光振興を図ります。

○農地・水保全管理事業

7,936万円　農業者や地域住民の参画を得て、資源（農地・農道・農業用水
等）の適切な保全管理を行うために地域共同で行う取組に対し、
交付金を交付することにより活動を促進する。

○ケーブルテレビ視聴エリア拡大事業

8,298万円　成田ケーブルテレビ株式会社が実施する、視聴エリア拡大のた
めの施設整備事業に対し、整備費用の一部について補助します。

事業の名称及び内容 予算額

150万円

1,027万円

2,342万円

○企業立地促進事業【一部新規】

○表参道銀行跡地利活用事業

　新たな観光客誘致や地域活性化を図るため、日本遺産に認定さ
れた江戸情緒の残る門前町にふさわしい観光拠点施設を整備する
ことを目的に、事業具体化に向けた基本構想を策定します。

　観光キャラクター「うなりくん」を活用し、各種イベント等で
観光情報の発信を行うほか、テレビ・ラジオ広告や都心へのポス
ター掲出などにより、広域的に本市のＰＲを実施します。

　６．市民サービスを充実させ，持続可能な自治体運営を行う（自治体経営）

　市内に進出する企業に対して奨励措置を講じ、新たな企業の誘
致を促進します。

○観光ＰＲ事業

○観光に関する経費【一部新規】

　コミュニティ活動を促進し、その健全な発展及び運営に資する
ため、区・自治会等が整備する設備・備品の購入に係る経費に対
し、整備費用の一部について補助します。


