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・ 令和２年度当初予算は、これまでの市政発展の流れを止めることなく、

新たに策定した総合計画のもと、「第１次実施計画」を着実に実施し

ていくことを踏まえ、市民ニーズ・行政課題への対応や持続可能な行

財政運営の推進のほか、今後のまちづくりに向けた主要な課題に対応

するための施策・事業などを中心に予算編成を行った。

Ⅰ 令和２年度財政規模

・ 一般会計と各特別会計、公営企業会計を合わせた予算規模は、前年度に

比べ1.2％減の約1,028億円。

・ 一般会計の予算規模は、前年度に比べ4.7％減の744億円。なお、災害復

旧費等を除いた場合、前年度に比べ、0.8％増の約740億円。

(単位：億円、％、△印は減)

区分 令和２年度 令和元年度 増減額 増減率

一般会計 ７４４．０ ７８１．０ △３７．０ △4.7

災害復旧費

等を除く
７３９．７ ７３４．１ ５．６ 0.8

特別会計 ２３０．５ ２５９．１ △２８．６ △11.0

公営企業会計 ５３．３ － ５３．３ 皆増

全会計合計 １，０２７．７ １，０４０．１ △１２．４ △1.2

※表示単位の端数処理により、合計等が一致しない場合があります。

※予算規模の比較をより実態に近い状態を表わすため、災害復旧費及び震災復興特別交付税返還金を

除いた額も掲載しています。

※特別会計は、R２年度より下水道事業が公営企業会計を導入するため、これまでの５会計から４会計

になっています。
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Ⅱ 令和２年度一般会計主な財源

・歳入の根幹である市税は、固定資産税の増などにより、前年度比1.0％増、

約422億円を計上。

・国庫支出金は、都市再生区画整理事業交付金、保育所等運営費負担金、見

明川中学校改修事業大規模改造（老朽）交付金の増などにより、前年度比

13.9％増の約93億円。

・繰入金は、財政調整基金繰入金や少子化対策基金繰入金の減などにより、

前年度比58.9％減の約34億円。

・市債は、入船保育園建替等事業債や猫実Ａ地区土地区画整理事業債の増が

あるものの、中央図書館大規模改修事業債、（仮称）東野地区複合福祉施

設整備事業債の減などにより、前年度比23.2％減の約48億円。

(単位：億円、％、△印は減)

区分 令和２年度 令和元年度 増減額 増減率

市税 ４２２．３ ４１８．１ ４．２ 1.0

うち、個人

市民税
１７２．９ １６９．０ ３．９ 2.3

うち、法人

市民税
４４．４ ４８．９ △４．５ △9.2

うち、固定

資産税
１９４．５ １９０．０ ４．５ 2.4

国庫支出金 ９２．８ ８１．５ １１．３ 13.9

繰入金 ３３．６ ８１．８ △４８．２ △58.9

うち、財政

調整基金繰

入金

３３．２ ６６．８ △３３．６ △50.3

市債 ４８．１ ６２．６ △１４．５ △23.2

一般会計合計 ７４４．０ ７８１．０ △３７．０ △4.7

※令和元年度財政調整基金繰入金のうち約30億円は、復興交付金事業に係る震災復興特別交付税返還

金分であり、この特殊要因を除くと令和元年度財政調整基金繰入金は約37億円、前年比約４億円、

9.8％減となっています。
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Ⅲ 基金の残高、地方債の状況

・基金総額を平成30年度末から令和２年度末見込で比較すると約82億円の減

と見込んでいるが、この減は、令和元年度の特殊要因によるほか、総合計

画に基づき新たに策定する「第１次実施計画」を着実に推進するため、積

極的に財政調整基金を活用したことによる。

・地方債は、全会計合わせて約56億円の新規借り入れを行い、償還額は約48

億円、令和２年度末残高は約401億円。このうち、一般会計は約302億円。

○基金の年度末現在高 (単位：億円)

区分 平成30年度末 令和元年度末見込 令和２年度末見込

合計 ２４４．２ １８０．２ １６２．０

財政調整基金 １３３．７ ８２．６ ５８．５

その他 １１０．４ ９７．５ １０３．６

○地方債の年度末現在高 (単位：億円)

区分 平成30年度末 令和元年度末見込 令和２年度末見込

合計 ３６７．８ ３９２．４ ４００．６

一般会計 ２６０．５ ２９０．９ ３０１．７

特別会計 １０７．３ １０１．５ １０．６

公営企業会計 － － ８８．４
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Ⅳ 令和２年度の主要施策事業（抜粋）

＊当初予算案の概要中のページを記載

１ 育み学び誰もが成長するまちへ

No 事業名 所管課名

事業の内容 事業費(千円) ﾍﾟｰｼﾞ

１ 新生児聴覚検査助成事業【実施計画】【新規】 母子保健課

新生児聴覚検査費用の一部助成により、経済的負担の軽減と検査

の実施率を向上させ、聴覚障がい等への早期発見・早期療育につな

ぐ。

3,558 58ｐ

２ 私立保育所等施設整備費補助金【実施計画】 保育幼稚園課

私立認可保育所等の設置に際し、開園時に必要な施設整備費、改

修費等について補助金を交付する。
189,000 53ｐ

３ 入船保育園建替等事業【実施計画】 保育幼稚園課

入船保育園園舎等施設の老朽化に対応し、保育環境の整備を図る

ため、また、保育園等の待機児童の解消に向けて受け入れ定員の増

加を図るために、園舎の建て替え工事を行うほか、継続費を設定す

る。（期間：令和元年度～３年度）

1,117,623 55ｐ

４ 見明川小学校地区児童育成クラブ分室整備事業【実施計画】

【新規】

青少年課

見明川小学校地区児童育成クラブにおける入会児童の増加や施設

の狭隘化等に対応するため、分室を整備する。
126,852 56ｐ

５ 未就学児の保育・教育環境のあり方検討事業【実施計画】【新

規】

保育幼稚園課

安心して子どもを育てられる環境を整えるため、多様化する保護

者のニーズや幼児教育・保育の無償化の影響などを踏まえ、未就学

児の保育・教育環境のあり方について検討する。

5,799 80ｐ

６ (仮称)子ども図書館整備事業【実施計画】 生涯学習課

(仮称)子ども図書館の整備に向け、実施設計を行う。 99,872 81ｐ

７ 美浜北小学校改修事業【実施計画】 教育施設課

美浜北小学校の校舎について、施設の安全性の確保や老朽化など

に対応するための改修工事を行う。
324,951 78ｐ

８ 郷土博物館展示リニューアル事業（継続費）【実施計画】 郷土博物館

令和２年度から４年度にかけて、埋め立て事業以降のまちの歴史

や文化にも触れられるよう、常設展示のリニューアルを行う。

継続費の設定を行う。（期間：令和２年度～４年度）

- 82ｐ

９ 富岡小学校改修事業（実施設計）【新規】 教育施設課

富岡小学校の校舎について、施設の安全性の確保や老朽化などに

対応した改修を行うための設計業務を行う。

令和４年１月までの完了を目的に改修工事に関し、新たに債務負

担行為を設定する。（期間：令和２年度～令和３年度 限度額：

395,000千円）

18,159 78ｐ

10 見明川中学校改修事業【実施計画】 教育施設課

見明川中学校の校舎について、施設の安全性の確保や老朽化など

に対応するための改修工事を行う。
449,911 79ｐ
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11 富岡中学校改修事業（実施設計）【新規】 教育施設課

富岡中学校の校舎について、施設の安全性の確保や老朽化などに

対応した改修を行うための設計業務を行う。なお、令和３年12月ま

での完了を目的に改修工事の設計業務に関し、新たに債務負担行為

を設定する。（期間：令和２年度～令和３年度 限度額：25,102千

円）

19,899 79ｐ

12 美浜公民館大規模改修事業【実施計画】 美浜公民館

令和元、２年度で美浜公民館大規模改修工事を実施し、老朽化し

た施設・設備のリニューアルを行う。

また、引っ越し保管業務、開設備品を購入する。

372,282 81ｐ

２ 誰もが健やかに自分らしく生きられるまちへ

No 事業名 所管課名

事業の内容 事業費(千円) ﾍﾟｰｼﾞ

１ 乳がん個別検診【実施計画】【新規】 健康増進課

乳がん検診（マンモグラフィ検査）の個別医療機関での実施に向

けた検討や準備をする。
491 60ｐ

２ 脳ドック費用の助成【実施計画】【新規】 国保年金課

脳ドック受診を促進することにより、脳血管疾患の早期発見及び

早期治療を図るため、浦安市国民健康保険被保険者の脳ドック費用

を助成する。

10,713 87ｐ

３ 在宅医療・介護連携推進事業【実施計画】 高齢者包括支援課

地域における医療介護の関係機関が連携して包括的かつ継続的な

在宅医療・介護連携を提供することができるように、医師会等と連

携をしながら地域の関係機関の連携体制の構築を推進する。

800 88ｐ

４ 富士見地区地域密着型介護老人福祉施設小規模特養整備事業費

補助金（債務負担行為分）【実施計画】

高齢者福祉課

地域密着型介護老人福祉施設の施設整備を行う社会福祉法人に対

し、当該施設整備に要する費用の一部に対して予算の範囲内におい

て補助金を交付する。

113,400 52ｐ

５ 保険外生活支援サービス事業【実施計画】【新規】 介護保険課

介護保険制度の訪問介護サービスの前後に、対象者(65歳以上の

単身あるいは夫婦のみ世帯)が望む介護保険サービス外の生活上の

ちょっとした支援サービスを提供する。

1,857 51ｐ

６ （仮称）東野地区複合福祉施設整備事業【実施計画】 社会福祉課

障がい事業課

こども課

施設の狭隘化老朽化に伴い、身体障がい者福祉センター、ソーシ

ャルサポートセンター、地域福祉センター等の機能及び新たに地域

生活支援拠点、子育て短期支援事業等の機能を備えた施設の開設に

向けて工事及び開設準備を行う。

また、施設工事に伴う外構整備のため、基盤整備、屋外給排水設

備、屋外照明等整備、防犯カメラ設置等の各工事を行う。

1,692,062

47ｐ

50ｐ

56ｐ
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７ 障がい者入所施設整備費補助金【実施計画】【新規】 障がい事業課

障がい特性により居宅生活が困難な方に対し、入所施設（居室）

の確保を図るため、入所施設整備費に要する経費の一部について補

助金を交付する。

39,375 49ｐ

８ 自治会活動促進事業【実施計画】【新規】 地域振興課

自治会活動の促進を図るため、自主的・自立的に活動できるよう

支援を行うもの。
526 41ｐ

３ 安全・安心で快適なまちへ

No 事業名 所管課名

事業の内容 事業費(千円) ﾍﾟｰｼﾞ

１ 今川記念会館改修事業【実施計画】【新規】 地域振興課

今川自治会活動及び地域コミュニティの活動を促進するため、そ

の拠点となる今川記念会館の機能保全及び長寿命化のための改修を

行うもの。

35,478 41ｐ

２ 今川記念公園整備事業（実施設計）【実施計画】【新規】 みどり公園課

防災機能を備えた今川記念公園の再整備に向け、実施設計を行

う。
6,600 70ｐ

３ 地籍調査経費【実施計画】 道路管理課

東日本大震災の液状化により土地の境界が不明瞭になったため、

境界復元案を作製し、土地の所有者の立会いのもとで境界を確認す

ることで、境界を明確にする。

397,542 66ｐ

４ 幹線道路液状化対策事業【実施計画】 道路整備課

令和元年度に引き続き、舞浜ローズタウン前交差点付近及び規制

困難交差点部の減災対策を行う。
236,940 67ｐ

５ 無電柱化事業【実施計画】【新規】 道路整備課

幹線４号のやなぎ通りから市役所前交差点までの間の無電柱化を

推進するため工事を行う。
191,335 68ｐ

６ 猫実Ａ地区土地区画整理事業【実施計画】 まちづくり事務所

事業を実施するために必要な補償算定、移転補償業務、実施設計

等を行う。また、道路や宅地の造成等を行う。 1,747,716 72ｐ

７ 防犯カメラ等設置経費【実施計画】【新規】 市民安全課

みどり公園課

犯罪発生の抑止等を目的とした防犯カメラを設置するとともに管

理運用を行う。

また、公園等の公共空間の犯罪抑止等を目的に、公園に防犯カメ

ラの設置を行う。

5,366

23,608

42ｐ

70ｐ

８ 境川水辺空間整備事業【実施計画】 道路整備課

境川Ｂゾーン水辺空間整備のための県への負担金。 74,992 68ｐ

９ 日の出・明海地区前面海岸護岸開放事業【実施計画】 道路整備課

日の出・明海地区前面護岸において、開放エリア拡大のため、転

落防止柵及びスロープ設置の実施設計及び整備工事を行う。
161,447 69ｐ
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10 三番瀬海岸親水施設整備事業（継続費分）【実施計画】【新

規】

環境保全課

三番瀬を身近に感じながら環境学習や自然体験ができるよう、令

和３年度の護岸部スペース開放に向け、整備を行う。
41,725 62ｐ

11 明海地区西側緑地整備事業【実施計画】【新規】 みどり公園課

明海球技場に隣接する道路未利用地を有効活用して、球技場と一

体的な利用及び緑化の推進を図るため、緑地の整備を行う。
84,706 71ｐ

12 旧護岸の在り方に関する調査検討経費【実施計画】 都市計画課

モデル事業として実施した緑地整備の評価も踏まえ、近隣住民を

対象にアンケート調査を行うことにより、護岸全体における今後の

あり方について検討していく。

5,500 69ｐ

13 しおかぜ緑道改修事業【実施計画】 みどり公園課

延長約1.8kmの最終工区である堀江１丁目と６丁目の改修工事を

行う。
261,862 71ｐ

14 舞浜公園整備事業【実施計画】 みどり公園課

地域に親しまれ、より魅力のある公園となるよう、舞浜公園の再

整備を行う。
185,820 70ｐ

15 明海・高洲地区公園エリア整備検討経費【実施計画】【新規】 みどり公園課

高洲海浜公園と総合公園との連続性を持たせた整備について検討

する。
3,000 71ｐ

16 ごみ処理施設延命化整備事業【実施計画】【新規】 クリーンセンター

令和４年度以降に予定している廃棄物処理施設の包括的な管理・

運営及び延命化整備事業受託者を公募により選定するための経費。

廃棄物処理施設の老朽化に伴い、大規模改修工事を行うことに関

し、新たに債務負担行為を設定する。（期間：令和２年度～７年度

限度額：12,712,546千円）

25,340 63ｐ

17 空き家等対策事業【実施計画】 住宅課

空き家の所有者に対し、維持管理や今後の活用についての意向を

確認するとともに、今後の空き家対策の方針を検討していく上での

指針となる「空家等対策計画」の策定を行う。

3,300 73ｐ

18 舞浜歩道橋改善促進経費【実施計画】【新規】 道路整備課

舞浜歩道橋に新設されるエレベーター２基の保守管理を行う。 456 67ｐ

19 市内幹線道路ネットワークのあり方検討経費【実施計画】【新

規】

都市計画課

仮称堀江橋の早期架橋要望に際し、事前に市内交通ネットワーク

における課題項目の整理を行う。
5,000 69ｐ

20 斎場拡張整備事業（実施設計）【実施計画】【新規】 斎場

葬儀の多様化や将来的な需要の増加に対応するため、式場等の増

設に向け実施設計を行う。
15,543 62ｐ

21 舞浜ポンプ場整備事業【実施計画】 下水道課

舞浜ポンプ場について、老朽化対策や耐震性能の改善を図るた

め、建替えに向けた配置検討を行う。
14,696 91ｐ
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４ 多様な機能と交流が生み出す魅力あふれるまちへ

No 事業名 所管課名

事業の内容 事業費(千円) ﾍﾟｰｼﾞ

１ ＭＩＣＥ誘致推進事業【実施計画】 商工観光課

ちば国際コンベンションビューローや日本政府観光局との連携・

協力により、国際会議観光都市として広く宣伝活動を実施し、国際

会議やイベントなどのMICE誘致を推進する。

2,400 65ｐ

２ 浦安クリテリウム実施事業【実施計画】【新規】 市民スポーツ課

本市の平坦な立地条件を踏まえ、新たなスポーツイベントとし

て、クリテリウム開催に向けて検討を行う。
1,354 82ｐ

３ 事業承継支援検討経費【実施計画】【新規】 商工観光課

中小企業経営者の高齢化が進む中、事業継続を図り、地域産業の

活力を維持するため、事業承継が円滑に行えるよう、必要な支援を

検討する。

2,200 64ｐ

４ 新浦安駅南口交差点改良事業（実施設計）【実施計画】【新

規】

道路整備課

新浦安駅南口ターミナル入口部分の改良を進めるための実施設計

を行う。
5,500 67ｐ

５ 持続可能な行財政運営の推進

No 事業名 所管課名

事業の内容 事業費(千円) ﾍﾟｰｼﾞ

１ 使用料徴収一元化経費【実施計画】【新規】 下水道課

令和３年１月より、住民サービスの向上及び事務の効率化を図る

ため、水道料金と下水道使用料の徴収業務の一元化を行う。
34,396 90ｐ


