
令和３年度一般会計当初予算（主な事業の査定状況）
（単位　千円）

計上額

要求額 要求の内容 査定額 査定内容 査定額 査定内容 査定額 査定内容 （空欄は，計上
　額未決）

1 企画政策課 結婚新生活支援事業 12,000
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
居の家賃や引越費用などの一部を補助する。

6,000
事業内容を精査し，優先度を勘案
して査定した。

6,000

2 国家戦略特区推進課 国家戦略特区推進事業 154,182

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を，同
大学に対して補助金として交付するほか，借り受け
た土地に係る賃料支払い等を行う。また，国家戦略
特区における規制緩和の活用について調査し，内閣
府に提案を行う。

117,087 〃 117,087

3 行政管理課
ケーブルテレビ視聴エリ
ア拡大事業

82,977

全市普及を目指し，事業主体である成田ケーブルテ
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
金を交付する。

82,977 〃 82,977

4 危機管理課 防災行政無線整備事業 171,225

災害時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
を行う。
令和4年11月末のアナログ波停波に伴い，令和3年度
から2カ年にわたり，騒音地域の方に無償貸与して
いるアナログ波対応の個別受信機をデジタル波対応
に更新する。

12,350

事業のスケジュールを精査すると
ともに，優先度を勘案して査定し
た。
戸別受信機のデジタル化は，令和
3年度に準備事務を行い，令和4年
度に更新作業を実施する。

12,350

5 危機管理課
防災行政無線固定系更新
事業

26,377
現在使用している固定系防災行政無線の親局無線送
受信機器及び再送信子局中継機器が，推奨使用期間
を経過することから，更新を行う。

26,377
事業内容を精査し，優先度を勘案
して査定した。

26,377

6 危機管理課 防災用品備蓄事業 21,119

地震災害や風水害等の大規模な災害が発生した場合
を想定し，粉ミルクなどの備蓄品や災害時に必要と
なる資機材などを購入する。令和3年度は，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，全避難所に配備する。

19,670 〃 19,670

7 空港地域振興課 航空機騒音地域補助事業 203,808

騒特法防止地区及び防止特別地区内の土地，家屋並
びに成田国際空港に係る騒防法第1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
補助する。

181,114 〃 181,114

8 空港対策課
共同利用施設等維持管理
事業

110,978

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う。
令和3年度は，屋根・外壁の修繕に係る実施設計及
び工事を実施するとともに，新型コロナウイルス感
染症の感染拡大防止策として窓を開けて換気を行う
ため，網戸を設置する。

109,348 〃 109,348

9 空港対策課
空気調和機器更新工事補
助事業

28,640

騒防法第1種区域内の防音工事済住宅の所有者等に
対し，空気調和機器の更新工事に係る費用の一部を
補助する。令和3年度からは，旧谷間地域等に所在
し，第1種区域に指定される以前に成田市の補助を
受けて防音工事を実施した住宅が所定の基準を満た
さない場合に，10年間に限り，追加の防音工事を行
わなくとも更新工事への補助を行う制度を新たに設
ける。

保留
（事業内容，事業費について検
討）

28,640
事業内容を精査し，優先度を勘案
して査定した。

28,640

10 空港対策課
民家防音家屋等維持管理
費補助事業

722,627
成田国際に係る騒防法第1種区域及び第1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する。

713,399
事業内容を精査し，優先度を勘案
して査定した。

713,399

12月24日までの状況

番号 担当課 事業名

要求概要 12月3日までの状況 12月14日までの状況
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令和３年度一般会計当初予算（主な事業の査定状況）
（単位　千円）

計上額

要求額 要求の内容 査定額 査定内容 査定額 査定内容 査定額 査定内容 （空欄は，計上
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要求概要 12月3日までの状況 12月14日までの状況

11 観光プロモーション課 観光に関する経費 85,069

観光資源・施設の維持管理を行うほか，観光イベン
ト及び観光関連団体等へ負担金・補助金の交付を行
い，本市の観光振興を図る。また，成田祇園祭につ
いて，令和3年で開始から300年目を迎えることか
ら，成田祇園祭300年記念行事実行委員会を組織
し，官民一体となって運営する。

保留
（事業内容，事業費について検
討）

70,589
事業内容を精査し，優先度を勘案
して査定した。

70,589

12 観光プロモーション課
表参道銀行跡地利活用事
業

20,540

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。令和3年度は，事業具体
化に向けた，基本構想を策定する。

10,272
事業内容を精査し，優先度を勘案
して査定した。

10,272

13 観光プロモーション課 観光ＰＲ事業 32,629

「うなりくん」を活用し，各種イベント等で積極的
に観光情報の発信を行う。
令和3年度は，ＳＮＳを活用して本市のインバウン
ド向け広告を配信する。

23,418 〃 23,418

14 観光プロモーション課
成田ブランド推進戦略事
業

128,757

日本の伝統芸能・文化と連動した本市の魅力発信を
行うなど戦略的な情報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，地域ブラ
ンドの推進を図る。令和3年度は，成田市御案内人
市川海老蔵丈が出演する歌舞伎公演を開催する。

128,023 〃 128,023

15 スポーツ振興課
スポーツツーリズム推進
事業

128,798

地域の優れたスポーツ資源と，旅行，観光などの
ツーリズムを融合させたスポーツツーリズムを推進
する。令和3年度は，開催が延期となった東京オリ
ンピック・パラリンピックの事前キャンプ受け入れ
を行うほか，都市ボランティアの育成や運営，各種
イベントの実施などにより，大会の盛り上がりを演
出する。

127,908 〃 127,908

16 スポーツ振興課 各種競技大会誘致事業 19,100

トップレベルで競技する各種競技大会等を誘致し，
市民の観るスポーツの楽しみやスポーツに対する意
識の高揚を図る。令和3年度は，世界少年野球大会
Girls' Baseball Clinics 2021 成田大会を開催す
るほか，市内で開催される，障がい者立位テニス全
国大会などの運営を支援する。

17,600 〃 17,600

17 文化国際課
国際文化会館施設整備事
業

43,000

国際文化会館は施設の老朽化が著しいことなどか
ら，将来的な再整備を検討する一方，設備等の改修
工事を実施することにより，機能維持を図る。令和
3年度は，昨年度に引き続き，利用者へ快適で安全
な施設環境を提供するため，大ホールの空調設備等
の改修工事に向けた実施設計を行う。

15,457 〃 15,457

18 文化国際課
文化芸術センター管理運
営事業

119,578
文化芸術活動の発展に寄与するとともに，文化芸術
の振興となる事業を展開する文化芸術センターの良
好な管理運営を行う。

118,478 〃 118,478

19 保険年金課
国民健康保険特別会計繰
出金

1,631,625 国民健康保険特別会計への繰出金 1,547,568 〃 1,547,568

20 保険年金課
後期高齢者医療特別会計
繰出金

215,260 後期高齢者医療特別会計への繰出金 233,315 〃 233,315

21 市民協働課
地域コミュニティ推進事
業

40,232
コミュニティ活動を促進するため，区・自治会等が
整備する設備や備品の購入・リース，地域の行事や
活動に係る経費を補助する。

40,232 〃 40,232
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22 市民協働課
集会施設等維持管理事業
（集会施設等補助金）

52,244
区・自治会等に対し，集会施設等の整備や維持管理
等に必要な経費を補助する。

保留
（事業内容，事業計画について検
討）

34,886

事業内容を精査し，優先度を勘案
して査定した。
集会施設の増築に対する補助につ
いては，次年度以降とする。

34,886

23 交通防犯課 防犯灯維持管理事業 106,532

市管理の防犯灯の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。また，令和3年度はLED防犯灯
へ一括更新するとともに，ESCO事業者による維持管
理へ移行するための準備を行う。

106,532
事業内容を精査し，優先度を勘案
して査定した。

106,532

24 環境計画課
いずみ聖地公園拡張整備
事業

36,640

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，承
継を必要としない合葬式墓地建設予定地の測量調査
を行う。

1,891 〃 1,891

25 環境計画課 地球温暖化対策推進事業 18,275

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，住宅用省エネルギー設備の設置に要する費
用を補助する。令和3年度は，新たに，断熱性能が
高い窓への改修費用についても補助する。

17,665 〃 17,665

26 環境計画課
新清掃工場関連付帯施設
整備事業

12,694
新清掃工場の余熱等を利用した施設の整備に向け
て，事業区域を変更し，新たな整備方針を策定する
ため，基本計画を行う。

11,847 〃 11,847

27 環境計画課 浄化センター整備事業 21,160
し尿処理施設の適正な維持管理に資するため，成田
浄化センターの再整備に向けた基本設計等を行う。

21,160 〃 21,160

28 環境対策課 公害対策事業 19,301
大気汚染等の状況を的確に測定・監視するため，測
定機器を整備するとともに，地下水汚染箇所の浄化
対策等を行う。

12,769 〃 12,769

29 環境対策課 廃棄物不法投棄対策事業 13,912

廃棄物の不法投棄を防止するため，廃棄物不法投棄
監視員等によりパトロールを実施するとともに，監
視カメラを設置する。また，不法投棄された廃棄物
を速やかに撤去する。

13,593 〃 13,593

30 クリーン推進課
成田富里いずみ清掃工場
維持管理事業

771,980
一般廃棄物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う。

739,545 〃 739,545

31 クリーン推進課
リサイクルプラザ維持管
理運営事業

392,506

リサイクルプラザの維持管理を行う。また，成田富
里いずみ清掃工場から排出された溶融スラグを売却
するとともに，草木の再資源化処理を行い，廃棄物
の有効利用を図る。

376,364 〃 376,364

32 環境衛生課
八富成田斎場管理運営事
業

239,072
八富成田斎場の維持管理を行う。また，施設の長寿
命化計画に基づき，火葬炉設備の改修工事を行う。

208,770 〃 208,770

33 社会福祉課 生活困窮者自立支援事業 122,001

生活困窮者自立支援法に基づき，必須事業として生
活困窮者自立相談支援事業，任意事業として就労準
備支援事業，家計改善支援事業，学習支援事業を実
施するとともに，生活困窮者住宅確保給付金を支給
することにより，生活困窮者の自立を支援する。

77,128 〃 77,128
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計上額

要求額 要求の内容 査定額 査定内容 査定額 査定内容 査定額 査定内容 （空欄は，計上
　額未決）
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要求概要 12月3日までの状況 12月14日までの状況

34 社会福祉課 生活保護扶助費 2,392,812
生活困窮者に，生活保護基準に基づいてそれぞれの
扶助をし，生活の安定を保障する。

2,244,990
事業内容を精査し，優先度を勘案
して査定した。

2,244,990

35 高齢者福祉課 介護施設等整備事業 1,045
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。

1,045 〃 1,045

36 高齢者福祉課
（仮称）成年後見支援セ
ンター運営事業

140

判断能力が低下，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に，地
域で権利擁護支援のコーディネートの役割を担う中
核機関を設置し，必要な人が必要な時に成年後見制
度を利用できるよう支援体制を整備する。令和3年
度は，（仮称）成年後見支援センターの設置に向け
て，検討委員会を設置する。

140 〃 140

37 高齢者福祉課
オンデマンド交通高齢者
移送サービス事業

73,810
高齢者の通院や買い物のほか，気軽に外出する機会
を増やすための交通手段として，本格運行に向けた
オンデマンド交通の実験運行を引き続き行う。

73,810 〃 73,810

38 高齢者福祉課 敬老事業 57,817

高齢者に対し，敬老祝金及び記念品を贈呈し，敬老
会への招待を行うことにより，その長寿を祝い，永
年の功労に対する敬意を表し，世代間交流や地域交
流を促進させることにより生きがいを育む。

51,060 〃 51,060

39 高齢者福祉課 介護人材確保対策事業 15,100

少子高齢化の進行に伴い，介護サービスへの需要が
高まる中，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る。

保留
（事業内容・事業費について検
討）

保留
（事業内容・事業費について検
討）

13,860
事業内容を精査し，優先度を勘案
して査定した。

13,860

40 障がい者福祉課 障害者地域生活支援事業 1,085,735
障がい者の自立の促進及び生活の質の向上を図るた
め，障がい者デイサービスの利用に要した費用の一
部を助成する。

1,023,296
事業内容を精査し，優先度を勘案
して査定した。

1,023,296

41 障がい者福祉課 障害者施設利用支援事業 1,307,075
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等を行
う。

1,278,155 〃 1,278,155

42 障がい者福祉課
医療費等給付及び助成事
業

422,469
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，福祉の増進を図る。

380,438 〃 380,438

43 介護保険課 介護保険特別会計繰出金 1,205,869 介護保険特別会計への繰出金 1,159,750 〃 1,159,750

44 子育て支援課 子ども医療費助成事業 472,013
中学校修了前までの児童の保護者に対し，児童の入
院及び通院にかかる医療費を助成する。

469,604 〃 469,604

45 子育て支援課 児童手当支給事業 2,013,018
中学校修了前までの児童の保護者に対し，児童手当
を支給する。

2,012,817 〃 2,012,817

46 保育課 児童ホーム整備事業 97,745

待機児童の解消を図るため，大栄地区の小中学校の
統合に伴う校舎等の整備に併せて実施している，大
栄第一・第二児童ホームの建設工事を引き続き実施
するとともに, 八生児童ホームの建設工事及び中台
児童ホームの実施設計を行う。

97,745 〃 97,745
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令和３年度一般会計当初予算（主な事業の査定状況）
（単位　千円）

計上額

要求額 要求の内容 査定額 査定内容 査定額 査定内容 査定額 査定内容 （空欄は，計上
　額未決）

12月24日までの状況

番号 担当課 事業名

要求概要 12月3日までの状況 12月14日までの状況

47 保育課 地域型保育給付事業 532,459

待機児童の解消を図り，地域の実情に応じた多様な
保育を提供するため，地域型保育事業所（小規模保
育・事業所内保育・家庭的保育）の運営を支援・補
助し，地域型保育事業の実施を促進する。

455,972
事業内容を精査し，優先度を勘案
して査定した。

455,972

48 保育課
私立保育園等運営委託事
業

1,881,336
市内外の私立保育園に対し，保育の必要な児童の保
育実施を委託するとともに，私立認定こども園等に
対しては，給付費を支給し，運営を支援する。

1,881,336 〃 1,881,336

49 保育課 保育園運営事業 986,021
市立保育園13園を適正に運営し，乳幼児の健全な育
成を図る。

928,821 〃 928,821

50 保育課 保育園整備事業 22,279

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
る。
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行う。

保留
（事業内容，事業費について検
討）

保留
（事業内容，事業費について検
討）

11,878
事業内容を精査し，優先度を勘案
して査定した。

11,878

51 保育課
私立保育園等施設整備費
補助事業

316,240
認定こども園を新設しようとする民間事業者に対
し，国の補助事業を活用し，整備費の一部を補助す
る。

311,345
事業内容を精査し，優先度を勘案
して査定した。

311,345

52 保育課
保育士確保・処遇改善促
進事業

94,180

全国的に課題となっている保育士確保への対応と保
育士の処遇改善を図るため，千葉県の保育士処遇改
善費補助事業を活用し，市内の私立保育園などに対
し，給与の上乗せ補助を行い，保育士を確保しやす
い環境を整え，待機児童の解消を図る。

93,760 〃 93,760

53 健康増進課
地域医療対策事業
（医療機器整備補助金）

43,820
地域医療体制の確保のため，成田赤十字病院に対し
て高度医療機器の更新に要する費用の一部を補助す
る。

43,820 〃 43,820

54 健康増進課
地域医療対策事業
（看護師等修学資金貸付
金）

193,200
看護学校等に在学し，将来市内の病院に看護師等と
して勤務する学生に対し，修学資金の無利子での貸
付（月50千円以内）を行う。

193,200 〃 193,200

55 健康増進課 予防接種事業 397,078

予防接種法に基づく定期予防接種の委託，任意予防
接種の委託または費用助成を行う。
令和3年度は，子育て世帯への支援の一環として，
インフルエンザ予防接種の対象に，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う。

保留
（事業内容，事業費について検
討）

保留
（事業内容，事業費について検
討）

397,078
事業内容を精査し，優先度を勘案
して査定した。

397,078

56 健康増進課 結核・がん検診事業 135,673
がんの早期発見，早期治療のため検診を実施する。
令和3年度も受診率の向上を図るため，一定年齢の
未受診者に対し個別通知による受診勧奨を行う。

134,108
事業内容を精査し，優先度を勘案
して査定した。

134,108

57 健康増進課 母子保健事業 155,681

妊婦健診の助成，入院を必要とする未熟児の保護者
などに対する医療費の給付を通して，子育て支援対
策の充実を図る。
また，令和3年度から難聴の有無を早期に判定する
ため，新生児聴覚検査の検査費用の一部を助成する
他，三歳児健診に子どもの弱視の危険因子となる斜
視，遠視などを発見するための検査機器であるス
ポットビジョンスクリーナーを導入し，健診内容の
充実を図る。

154,698 〃 154,698

58 商工課 雇用促進奨励金交付事業 6,213

高年齢者や障がい者，母子家庭の母等の比較的就職
が困難な人の雇用機会の拡大を図るため，対象者を
雇用した事業主に対し，その賃金の一部を奨励金と
して交付する。

5,500 〃 5,500
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令和３年度一般会計当初予算（主な事業の査定状況）
（単位　千円）

計上額

要求額 要求の内容 査定額 査定内容 査定額 査定内容 査定額 査定内容 （空欄は，計上
　額未決）

12月24日までの状況

番号 担当課 事業名

要求概要 12月3日までの状況 12月14日までの状況

59 商工課 企業立地促進事業 1,500

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する。
令和3年度から現行の奨励措置を拡充するととも
に，工場又は事業所を増設する市内企業に対する奨
励措置を新設し，既存企業の事業拡大を支援するこ
とにより，産業の振興及び雇用の創出を図る。

1,500
事業内容を精査し，優先度を勘案
して査定した。

1,500

60 農政課
水田農業構造改革対策事
業

175,182

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大豆，麦，加工用米，
飼料用米などの取組に対して補助金を交付する。

166,555 〃 166,555

61 農政課 有害鳥獣駆除事業 4,565

イノシシ・ハクビシン・カラス等による農作物被害
が大きな問題となっていることから，令和3年度
は，国の鳥獣被害防止総合対策交付金を活用し，イ
ノシシ1頭あたりの駆除単価を増額し，イノシシの
捕獲体制を維持することで，農作物被害の防止を図
る。

4,288 〃 4,288

62 農政課
強い農業づくり支援対策
事業

62,713

産地戦略などを策定した産地が取り組む高品質・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す
る。

56,915 〃 56,915

63 農政課 森林保全事業 36,858

森林造成を計画的，効果的に推進し，資源としての
森林の整備をすることにより，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る。
令和3年度は，倒木による被害の未然防止のため，
道路や電線等の重要インフラ施設付近の森林につい
て，森林環境整備基金を活用し，整備を実施する。

36,858 〃 36,858

64 農政課 畜産振興事業 10,917

畜産農家の継続的，安定的な経営に資するため，家
畜伝染病予防法に基づく予防接種等の費用の一部等
を助成し，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る。

10,917 〃 10,917

65 農政課
農業集落排水事業特別会
計繰出金

179,871 農業集落排水事業特別会計への繰出金 167,850 〃 167,850

66 卸売市場
公設地方卸売市場特別会
計繰出金

434,690 公設地方卸売市場特別会計への繰出金 301,388 〃 301,388

67 土木課 急傾斜地崩壊対策事業 179,376
急傾斜地の崩壊による災害を防止するため，市内7
カ所において急傾斜地崩壊対策工事を行う。

169,000 〃 169,000

68 土木課 生活道路整備事業 559,060
日常生活で利用する生活道路について，利便性，安
全性の向上を目的に整備を行う。

290,810 〃 290,810

69 土木課 幹線道路整備事業 847,005

国道，県道及び公共施設等との連結的役割を担う幹
線道路について，市内外のアクセス性，利便性の向
上などを目的とし，成田市幹線道路網整備計画に基
づき計画的に整備する。また，令和2年度に引き続
き，自転車通行帯等の整備を行う。

680,105 〃 680,105
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令和３年度一般会計当初予算（主な事業の査定状況）
（単位　千円）

計上額

要求額 要求の内容 査定額 査定内容 査定額 査定内容 査定額 査定内容 （空欄は，計上
　額未決）

12月24日までの状況

番号 担当課 事業名

要求概要 12月3日までの状況 12月14日までの状況

70 土木課
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

89,300

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するため，
国道51号から県道成田小見川鹿島港線を連絡する市
道東町吉倉線及び大学病院と構想駅方面を連絡する
市道吉倉川栗2号線を整備し，円滑な交通網を確保
する。また，東町吉倉線では，国による設置を構想
する（仮称）成田（東関道）スマートインターチェ
ンジを連絡し，広域道路ネットワークの強化を図
る。

保留
（事業内容，事業費について検
討）

保留
（事業内容，事業費について検
討）

80,900
事業内容を精査し，優先度を勘案
して査定した。

80,900

71 土木課 準用河川整備事業 120,424

準用河川（10河川）の管理を行うとともに，集中豪
雨や台風による水害に備え，河川改修及び護岸工事
を実施する。令和3年度は，大須賀川及び天昌寺川
の護岸工事を実施するほか，江川他2河川の浚渫工
事を行う。

102,495
事業内容を精査し，優先度を勘案
して査定した。

102,495

72 道路管理課 道路等補修事業 621,663

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。令和3年度は，舗装修繕計画，法
面・擁壁修繕計画等に基づき修繕工事を実施する。
また，引き続き，電気料金の低減や低炭素化が見込
まれるＬＥＤ照明へ街路灯の更新工事を実施するほ
か，視覚障害者誘導用ブロックの設置工事を実施す
る。

523,637 〃 523,637

73 道路管理課 橋りょう補修事業 297,555
橋りょう長寿命化計画に基づき，計画的かつ予防的
に修繕工事を実施する。

166,431 〃 166,431

74 建築住宅課 建築物耐震化促進事業 6,535

既存建築物の耐震化を図り，災害に強いまちづくり
を促進するため，住宅無料耐震相談会を実施するほ
か，戸建住宅等の耐震診断及び改修，マンションの
予備診断に対し補助する。
また，災害に強いまちづくりを更に促進するため，
引き続き，危険コンクリートブロック塀等の除却工
事費に対し補助する。

5,375 〃 5,375

75 建築住宅課 市営住宅維持管理事業 61,585

市営住宅への入退去や修繕など，適正な管理を行
う。また，老朽化に伴い用途廃止が進む木造戸建て
住宅の補填を図るため，ＵＲ賃貸住宅の借上げを行
う。
令和3年度は，令和2年度に策定した第2次市営住宅
長寿命化計画に基づき，中囲護台団地の給水ポンプ
交換工事を実施する。

49,787 〃 49,787

76 下水道課
下水道事業会計負担金
下水道事業会計出資金

498,245 下水道事業会計への負担金および出資金 428,271 〃 428,271

77 市街地整備課
（仮称）東和田南部土地
区画整理事業

21,934

東和田地先にて設置を構想している，（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する。
令和3年度は，事業予定区域の広域的条件調査や現
地踏査及び実態調査などを実施し，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
の基本計画を策定する。

保留
（事業内容，事業費について検
討）

保留
（事業内容，事業費について検
討）

21,934
事業内容を精査し，優先度を勘案
して査定した。

21,934

78 公園緑地課 都市公園管理事業 479,189

児童の遊戯，幅広い年齢層の運動及び憩いの場とし
て利用できるよう，都市公園の整備を図るととも
に，良好な維持管理を行う。令和3年度は，坂田ケ
池総合公園の吊橋改修工事を実施する。

437,096
事業内容を精査し，優先度を勘案
して査定した。

437,096
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令和３年度一般会計当初予算（主な事業の査定状況）
（単位　千円）

計上額

要求額 要求の内容 査定額 査定内容 査定額 査定内容 査定額 査定内容 （空欄は，計上
　額未決）

12月24日までの状況

番号 担当課 事業名

要求概要 12月3日までの状況 12月14日までの状況

79 公園緑地課 住区基幹公園整備事業 33,950

児童の遊戯，幅広い年齢層の運動，憩いの場及び地
域コミュニティの拠点として利用できるよう，住区
基幹公園（街区・近隣・地区公園）を整備する。令
和3年度は，花崎町街区公園，南台街区公園及び北
囲護台街区公園の遊具更新工事を実施するととも
に，令和4年度に予定している遊具更新工事に向け
て，公津の杜公園の遊具撤去工事を実施する。

31,596
事業内容を精査し，優先度を勘案
して査定した。

31,596

80 公園緑地課 運動公園等整備事業 217,403

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
行う。また，大谷津運動公園及び中台運動公園のト
イレ改修工事を実施し，多目的トイレを整備する。

74,484

事業内容を精査し，優先度を勘案
して査定した。
中台運動公園体育館給排水設備改
修工事については，先送りとす
る。

74,484

81 公園緑地課
（仮称）東小学校パーク
ゴルフ場整備事業

82,912

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
備を行う。

20,539
事業内容を精査し，優先度を勘案
して査定した。

20,539

82 学校施設課 小学校大規模改造事業 1,585,669
八生小学校及び公津小学校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う。

1,444,904 〃 1,444,904

83 学校施設課

小学校太陽光発電導入事
業
中学校太陽光発電導入事
業

176,082
八生小学校及び公津小学校に太陽光発電設備等を整
備するとともに，公津の杜中学校に蓄電池を整備す
る。

108,206 〃 108,206

84 学校施設課
小学校特別教室空調設備
整備事業

205,917

特別教室（理科室，家庭科室等）に空調設備が整備
されていない小学校に空調設備を整備し教育環境の
向上を図る。令和3年度は，小学校10校と義務教育
学校1校の空調設備整備工事を行う。

167,762 〃 167,762

85 学校施設課 小学校長寿命化改良事業 64,856

令和2年度に策定した学校施設長寿命化計画に基づ
き，玉造小学校及び中台小学校長寿命化改修工事の
実施設計を進める。また，老朽化が進んでいる成田
小学校の校舎建替えに関する基本構想を策定する。

保留
（事業内容・事業費について検
討）

55,544
事業内容を精査し，優先度を勘案
して査定した。

55,544

86 学校施設課 平成小学校増築事業 152,493

平成小学校区の児童数の増加による教室不足に対応
するため，校舎の増築を行う。令和3年度は，令和2
年度に引き続き実施設計を進めるとともに，増築工
事に着手する。

〃 152,493 〃 152,493

87 学校施設課
大栄地区小中一体型校舎
建設事業（小中学校費）

689,779

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
する。令和3年度は，令和2年度に引き続き校舎及び
体育館の建築工事を行うとともに，大栄中学校校舎
及び体育館の解体工事を行う。

509,468
事業内容を精査し，優先度を勘案
して査定した。

509,468

88 学務課
教師用教科書指導書購入
に係る経費

21,872

中学校の学習指導要領が改訂され，それに伴い教科
書が新たに発行されることから，中学校教師用教科
書を新規に購入する。また，以前購入していた指導
用教材に代わり，指導者用デジタル教科書を導入す
る。なお，小学校は学級増等に伴う不足分教科書等
のみ購入する。

21,872 〃 21,872

89 学務課 特認校支援事業 621

今後，児童数が減少し，小規模化が著しく進展する
ことが見込まれる豊住小学校について，学区外の地
域からも通学することを認める「小規模特認校制
度」を導入する。小規模の特性を生かしながら他の
学校とは一線を画する特色ある教育を展開し，学校
と地域のより一層の活性化を図る。

232 〃 232
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令和３年度一般会計当初予算（主な事業の査定状況）
（単位　千円）

計上額

要求額 要求の内容 査定額 査定内容 査定額 査定内容 査定額 査定内容 （空欄は，計上
　額未決）

12月24日までの状況

番号 担当課 事業名

要求概要 12月3日までの状況 12月14日までの状況

90 教育指導課 英語科研究推進事業 203,122

全小中学校及び義務教育学校を教育課程特例校とし
て英語科を設置し，外国人英語講師を配置して，児
童生徒の英語によるコミュニケーション能力の育成
を図る。

202,451
事業内容を精査し，優先度を勘案
して査定した。

202,451

91 教育指導課

小学校教育情報化推進事
業
中学校教育情報化推進事
業

379,770

児童生徒1人1台の端末を活用した学習が令和3年度
から本格的に実施されることから，ＩＣＴ支援員・
ヘルプデスクによる学校支援やモバイルＷｉ-Ｆｉ
ルータの貸与等による家庭学習支援を行う。

302,067 〃 302,067

92 教育指導課
小学校スクールバス運行
事業

209,122

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する。令和3年度
は，大栄みらい学園の開校に併せて，新たにスクー
ルバスを運行する。

199,122 〃 199,122

93 生涯学習課 学校支援地域本部事業 3,195

地域が参画するボランティア活動について，より効
果的に学校の支援を図るため，各学校に地域コー
ディネーターを配置し，学校とボランティア間の調
整を行う。令和3年度は，実施校を15校から17校へ
拡大し，学校教育及び地域の教育力の更なる充実を
図る。

2,577 〃 2,577

94 生涯学習課
文化財保存展示施設整備
事業

182,324

市内6か所の文化財倉庫の老朽化が著しいことか
ら，学校跡地を利活用し，文化財を集約する。令和
3年度は，旧滑河小学校への文化財等の移設を行
い，供用開始に向けた準備を行う。

4,043 〃 4,043

95 公民館 公民館施設維持管理事業 223,085

公民館施設を安全・快適に利用できるよう，維持・
管理を行う。
令和3年度は，中央公民館の事務室及び加良部公民
館のサークル室・第1第2会議室の空調設備改修工事
を行う。

205,859 〃 205,859

96 図書館 図書整備事業 102,972

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収集・整備し，本館
を中心として公津の杜分館と14カ所の公民館図書室
等で図書館サービスを提供する。
令和3年度は，来館せずに資料の貸出ができるよ
う，電子図書館サービスの提供を開始する。

102,972 〃 102,972

97 学校給食センター 学校給食事業 1,324,851
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す
る。

1,311,681 〃 1,311,681

98 学校給食センター 学校給食施設整備事業 1,222,932
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，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する。

1,116,361 〃 1,116,361

99 消防総務課 消防団拠点施設整備事業 66,566

消防団拠点施設整備計画に基づき，第3分団第6部
（押畑），第6分団第1部（北羽鳥北部），第12分団
第2部（前林第一）の消防器具庫の建設工事等を行
う。

65,408 〃 65,408

100 警防課
救急・救助高度化推進事
業

26,703

消防力強化のため，救急・救助等の資機材を整備す
るとともに，市民へ応急手当の普及啓発活動を実施
し，救命率の向上を図る。令和3年度は，新型コロ
ナウイルス感染症対策として，オゾン発生装置を救
急車全車両へ配備する。

23,850 〃 23,850
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令和３年度一般会計当初予算（主な事業の査定状況）
（単位　千円）

計上額

要求額 要求の内容 査定額 査定内容 査定額 査定内容 査定額 査定内容 （空欄は，計上
　額未決）

12月24日までの状況

番号 担当課 事業名

要求概要 12月3日までの状況 12月14日までの状況

101 警防課
消防車両・装備強化整備
事業

160,319
車両の維持管理のほか，長期車両整備計画に基づ
き，消防車両の更新を行い，消防力の強化に努め
る。

156,973
事業内容を精査し，優先度を勘案
して査定した。

156,973

10


