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・ 令和３年度当初予算は、市長選挙を控えていることから、経常的経費

を中心とした「骨格予算」を編成した。 

・ 歳入面では、新型コロナウイルス感染症の影響により、市税が大幅に

減少する中、市債や国・県支出金など財源の確保を行った。 

・ 歳出面では、全ての歳出経費を「ゼロベース」から見直し、特に内部

事務経費を中心に「経常的経費の削減」を行い、市民サービスに影響

を及ぼさないよう、事業の緊急度や優先度を見極め編成した。 

・ 今後のまちづくりに向けた重点施策や主要事業は、補正予算で計上す

る予定。 

 

 

 

Ⅰ 令和３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7.1％減の約955億円。 

・ 一般会計の予算規模は、前年度に比べ8.1％減の684億円。 

なお、特殊要因である猶予特例債の償還金を除いた場合は、前年度に比

べ13.0％減の約647億円。 

 

 (単位：億円、％、△印は減) 

区分 令和３年度 令和２年度 増減額 増減率 

一般会計 ６８４．０ ７４４．０ △６０．０ △8.1 

 
猶予特例債の

償還金を除く 
６４７．３ ７４４．０ △９６．７ △13.0 

特別会計 ２２１．６ ２３０．５ △８．９ △3.9 

公営企業会計 ４９．３ ５３．３ △４．０ △7.4 

全会計合計 ９５４．９ １，０２７．７ △７２．９ △7.1 

※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。 

 

令和３年度当初予算案のポイント 
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Ⅱ 令和３年度一般会計 主な財源                       

 

 

・歳入の根幹である市税は、市民税が大幅に減となっているものの、徴収猶

予の特例の適用を受けた猶予分を滞納繰越分として計上したことにより、

前年度比0.9％増、約426億円を計上。 

・国庫支出金は、都市再生区画整理事業交付金、保育対策総合支援事業費補

助金、見明川中学校改修事業大規模改造（老朽）交付金の減などにより、

前年度比5.9％減の約87億円。 

・繰入金は、財政調整基金繰入金の減などにより、前年度比79.5％減の約７

億円。 

・市債は、入船保育園建替等事業債や（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59.8％減の約19億円。 

 

 

 

 (単位：億円、％、△印は減) 

区分 令和３年度 令和２年度 増減額 増減率 

市税 ４２５．９ ４２２．３ ３．６ 0.9 

 
うち、個人

市民税 
１６２．９ １７２．９ △１０．０ △5.8 

 

うち、法人

市民税 
２６．２ ４４．４ △１８．２ △40.9 

うち、固定

資産税 
２２７．１ １９４．５ ３２．６ 16.8 

国庫支出金 ８７．３ ９２．８ △５．５ △5.9 

繰入金 ６．９ ３３．６ △２６．７ △79.5 

 
うち、財政

調整基金繰

入金 

６．２ ３３．２ △２７．０ △81.3 

市債 １９．３ ４８．１ △２８．８ △59.8 

一般会計合計 ６８４．０ ７４４．０ △６０．０ △8.1 

※令和３年度の市税のうち約37億円は、徴収猶予の特例の適用を受けた猶予分の滞納繰越分であり、

この特殊要因を除くと令和３年度の市税は約389億円、前年比約33億円、7.8％減となっています。 
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Ⅲ 基金の残高、地方債の状況                      

 

 

・基金総額の令和３年度末見込みは、前年度と同程度の約179億円。財政調整

基金は約６億円活用し、令和３年度末見込みは約76億円と見込んだ。 

・地方債は、全会計合わせて約23億円の新規借り入れを行い、特殊要因であ

る猶予特例債の償還を含めた償還額は約85億円、令和３年度末残高は約399

億円。このうち、一般会計は約305億円。 

  

 

 

○基金の年度末現在高                     (単位：億円) 

区分 令和元年度末 令和２年度末見込 令和３年度末見込 

合計 １７９．６ １７８．６ １７８．７ 

 

財政調整基金 ８２．４ ７６．２ ７６．０ 

その他 ９７．３ １０２．４ １０２．７ 

 

○地方債の年度末現在高                    (単位：億円) 

区分 令和元年度末 令和２年度末見込 令和３年度末見込 

合計 ３７４．６ ４６０．５ ３９９．３ 

 

一般会計 ２７３．１ ３５９．３ ３０４．８ 

特別会計 １０１．４ １０．６ １１．１ 

公営企業会計 － ９０．７ ８３．４ 

※一般会計の令和２年度末見込には、猶予特例債約37億円が含まれており、この特殊要因を除くと令

和２年度末見込は約323億円。 
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Ⅳ 令和３年度 一般会計の歳出の状況                        

 

・義務的経費は、人件費が減となっている一方、扶助費や公債費の増により、

前年度比11.2％増の約362億円だが、特殊要因である猶予特例債の償還金約

37億円を除くと約326億円で、前年度比0.1％、約4千万円の減となっている。 

・内部事務経費を中心に「経常的経費の削減」により、物件費は、前年度比

9.7％減の約187億円、補助費等は、前年度比0.6％減の約50億円。 

・経常的経費は、前年度比1.4％増の約609億円だが、特殊要因である猶予特

例債の償還金約37億円を除くと約573億円で、前年度比4.8％、約29億円の

減となっている。 

 

○性質別の状況                 (単位：億円、％、△印は減) 

区分 令和３年度 令和２年度 増減額 増減率 

義務的経費 ３６２．６ ３２６．２ ３６．４ 11.2 

 人件費 １４１．７ １４３．９ △２．２ △1.5 

 

扶助費 １４６．１ １４３．９ ２．２ 1.6 

公債費 ７４．８ ３８．５ ３６．３ 94.4 

物件費 １８６．８ ２０６．９ △２０．１ △9.7 

維持補修費 １０．０ １７．９ △７．９ △43.9 

補助費等 ４９．８ ５０．１ △０．３ △0.6 

経常的経費 ６０９．３ ６０１．２ ８．１ 1.4 

投資的経費 ３８．１ ９６．９ △５８．８ △60.7 

一般会計合計 ６８４．０ ７４４．０ △６０．０ △8.1 

 

○特殊要因（猶予特例債償還金約37億円）を除いた場合 (単位：億円、％、△印は減) 

区分 令和３年度 令和２年度 増減額 増減率 

義務的経費 ３２５．９ ３２６．２ △０．４ △0.1 

 公債費 ３８．０ ３８．５ △０．４ △1.1 

経常的経費 ５７２．６ ６０１．２ △２８．６ △4.8 
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Ⅴ 令和３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 私立保育所等運営費等補助金 

私立保育所等運営費等補助金【実施計画】 

保育幼稚園課 

私立認可保育所等の健全な運営を促進するとともに、児童の保育

内容の充実及び向上を図るため、運営に要する経費等の一部を補助

する。 

1,575,340 

127,173 
46ｐ 

２ 学校規模適正化事業 教育政策課 

国が推進する35人学級編成への転換を踏まえ、学校規模適正化基

本方針の見直しを図るとともに、実態を踏まえた児童生徒数の推計

を基に学校規模の適正化を検討する。 

129 64ｐ 

３ 県立特別支援学校誘致事業【実施計画】【新規】 教育政策課 

特別な教育的支援の必要な児童生徒がより適切な指導や支援を受

けられるように県立特別支援学校の誘致に向けて取り組む。 
164 64ｐ 

４ 特別支援学級等の整備【実施計画】 指導課 

教育施設課 

一人ひとりの教育的ニーズに応じた指導を行うため、市立小中学

校に特別支援学級や通級指導教室を整備する。 

令和３年度は高洲北小学校に特別支援学級を整備する。 

1,048 

22,440 
66ｐ 

５ 富岡小学校改修事業【実施計画】 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

対応した改修工事を行う。 
419,133 67ｐ 

６ 富岡中学校改修事業（実施設計）（債務負担行為分） 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。 
10,340 67ｐ 

７ 堀江認定こども園改修事業（債務負担行為分） 保育幼稚園課 

堀江認定こども園について、既存園舎の安全性の確保や老朽化な

どに対応した改修工事を行う。 
87,046 67ｐ 

８ 富岡幼稚園改修事業（債務負担行為分） 保育幼稚園課 

富岡幼稚園について、既存園舎の安全性の確保や老朽化などに対

応した改修工事を行う。 
79,871 67ｐ 

９ 美浜南認定こども園改修事業（実施設計）【新規】 保育幼稚園課 

美浜南認定こども園について、既存園舎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。 
8,459 67ｐ 
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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 パートナーシップ制度普及経費【実施計画】 多様性社会推進課 

 性的少数者に対する社会的な偏見及び差別をなくし、互いに個性

や多様性を認め合い人権が尊重される社会の実現に向け、パートナ

ーシップ宣誓制度を導入し、パートナーシップの宣誓をした者に対

し、証明書を発行する。 

19 38ｐ 

２ 第３次うらやす男女共同参画プラン策定経費（債務負担行為

分）【実施計画】 

多様性社会推進課 

 男女共同参画社会の実現に向け、令和２年度に実施した基礎調査

等を基に、「第３次うらやす男女共同参画プラン」を策定する。  
3,080 38ｐ 

３ 障がい者等歯科診療体制推進事業【実施計画】【新規】 障がい事業課 

障がい者又は障がい児が市内で専門的な歯科診療を受けられるよ

う、障がい者等歯科診療所を整備するとともに、運営業務を委託す

る。 

26,280 43ｐ 

４ 乳がん個別検診【実施計画】 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。 
422 50ｐ 

 

 

 

 

 

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 防犯カメラ等設置経費【実施計画】 市民安全課 

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。 
4,258 39ｐ 

２ ゼロカーボンシティ推進経費【新規】 環境保全課 

2050年までに温室効果ガス排出実質ゼロを目指すゼロカーボンシ

ティの実現に向け、カーボン・オフセット制度等の調査・検討を行

う。 

158 52ｐ 

３ 斎場拡張整備事業（継続費）【実施計画】 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

設工事を行う。 
126,207 53ｐ 

４ ごみ処理施設延命化整備事業【実施計画】 クリーンセンター 

令和４年度以降の廃棄物処理施設の包括的な管理・運営及び延命

化整備の事業者選定並びに延命化整備の設計・施工監理に係る経

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３年度～７年度 

限度額：12,712,546千円） 

27,540 53ｐ 
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５ 堀江ドック船舶等状況調査【実施計画】【新規】 商工観光課 

堀江ドックの再整備にあたり、沈船などの状況について、基礎調

査を実施する。 
4,578 55ｐ 

６ 地籍調査経費【実施計画】 地籍調査課 

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、土地所有者の立会いのもと、境界を明確にす

る。 

366,566 57ｐ 

７ 幹線道路液状化対策事業【実施計画】 道路整備課 

市道幹線７号及び千鳥地区の規制困難交差点部の減災対策工事を

行う。 
157,740 58ｐ 

８ 無電柱化事業【実施計画】 道路整備課 

市道幹線４号の市役所前周辺区間において、無電柱化を推進する

ための工事を行う。 
65,195 58ｐ 

９ 橋りょう長寿命化修繕及び耐震補強事業【実施計画】 道路整備課 

橋りょう長寿命化修繕計画に基づき、塩美橋の補修及び耐震補強

するための実施設計を行う。また、舞浜駅前歩道橋天井板改修実施

設計及び改修工事を行う。 

さらに、記念橋の架替えに向け、基本計画を行う。 

88,570 58ｐ 

10 舞浜地区雨水貯留管整備事業（継続費分）【実施計画】【新

規】 

道路整備課 

舞浜地区冠水対策として、市道幹線６号に雨水貯留管を整備する

ための国への負担金。 
246,000 59ｐ 

11 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。  
123,200 59ｐ 

12 堀江・猫実元町中央地区密集市街地防災まちづくり事業【実施

計画】 

都市計画課 

堀江・猫実元町中央地区の密集市街地において、燃え広がらず、

壊れにくい、また、逃げやすい地域づくりを目指すため、市街地の

不燃化を図るための事業を推進する。 

2,992 59ｐ 

13 今川記念公園整備事業【実施計画】【新規】 みどり公園課 

 今川記念公園の再整備を行う。 89,254 60ｐ 

14 緑の基本計画改定事業【実施計画】 みどり公園課 

緑の基本計画は、都市の緑地の保全及び緑化の推進に関する中長

期的な法定計画であり、現行の計画は令和２年度を目標年次として

いるため、改定を行う。 

3,353 60ｐ 

15 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。 
294,431 60ｐ 

16 舞浜地区海岸整備事業【実施計画】 みどり公園課 

舞浜地区の外周緑地を、海岸用地と一体整備するための県への負

担金。 
13,000 60ｐ 
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17 新橋周辺整備事業【実施計画】 市街地整備課 

防災活動の円滑化を図るため、防災拠点となる多目的広場や境川

沿いの防災避難路の整備に向けて、用地取得を進めるとともに、多

目的広場の基本計画・基本設計を行う。 

64,549 61ｐ 

18 当代島地区防災まちづくり検討事業【実施計画】  市街地整備課 

当代島地区の防災性の向上を図るため、当代島地区防災まちづく

り方針案の策定に取り組む。 
3,300 61ｐ 

19 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移転補償業務、家屋調査、実施設計

等を行う。また、道路や宅地の造成等を行う。 
1,244,479 61ｐ 

20 総合地震対策事業委託費【実施計画】 下水道課 

地震時においても、下水道が最低限有すべき流下機能を確保する

ため、重要な幹線等の管きょ・マンホールの耐震診断及び実施設計

を行う。 

26,003 74ｐ 

 

 

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 新浦安駅北口バスベイ整備事業【実施計画】【新規】 道路整備課 

新浦安駅北口バスベイ整備に向けた、混雑状況の実態調査を行

う。 
1,936 58ｐ 

２ 新浦安駅南口交差点改良事業【実施計画】【新規】 道路整備課 

新浦安駅南口ロータリー入口交差点における、バスの定時性向上

及び混雑緩和を目的とした改良工事を行う。 
14,355 58ｐ 

３ 浦安駅周辺整備事業【実施計画】 市街地整備課 

浦安駅周辺土地区画整理事業を完了させるとともに、周辺交通量

などの整備後の状況調査を行う。 
5,962 60ｐ 

 

 

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 新庁舎使用性能向上関連経費【実施計画】 財産管理課 

庁舎の使用性能の更なる向上を目指し、新たにパスポート窓口や

待合いスペースを整備する。 
15,103 37ｐ 

２ まちづくりに関する条例等調査検討経費【実施計画】 企画政策課 

自治体運営の基本原則などを定めるまちづくりに関する条例につ

いて、条例制定に向けた市民参加を進めるとともに、条例案を作成

する。 

5,610 37ｐ 

 


